
2ＭＢきせかえツール（対応機種：Ｄ904ｉ、Ｆ904ｉ、Ｎ904ｉ、ＳＨ904ｉ）

待受画面 メインメニュー 電池マーク アンテナマーク

©noriya takeyama ©noriya takeyama ©noriya takeyama ©noriya takeyama

©I-FREEK CO.,INC. ©I-FREEK CO.,INC. ©I-FREEK CO.,INC. ©I-FREEK CO.,INC.

©artlist INTERNATIONAL ©artlist INTERNATIONAL ©artlist INTERNATIONAL ©artlist INTERNATIONAL

©2007 SAN-X CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.
©2007 Imagineer Co.,Ltd.

※画面は開発中のものです。

©2007 SAN-X CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.
©2007 Imagineer Co.,Ltd.

※画面は開発中のものです。

©2007 SAN-X CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.
©2007 Imagineer Co.,Ltd.

※画面は開発中のものです。

©2007 SAN-X CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.
©2007 Imagineer Co.,Ltd.

※画面は開発中のものです。

©Disney
※画面は開発中のものです。

©Disney
※画面は開発中のものです。

©Disney
※画面は開発中のものです。

©Disney
※画面は開発中のものです。

©Qplus/©MLJ

©CAPCOM ©CAPCOM ©CAPCOM ©CAPCOM

©二ノ宮知子/講談社 ©二ノ宮知子/講談社 ©二ノ宮知子/講談社 ©二ノ宮知子/講談社

©イメ★チェン ©イメ★チェン ©イメ★チェン ©イメ★チェン

©Sammy ©Sammy ©Sammy ©Sammy

【904ｉシリーズ　コンテンツリスト】

価格（税込）サイト名

①月額情報料無料
②フルパック
月額525円

③メニューパック
月額315円

④グラフィクパック
月額210円

⑤カテゴリパック
月額105円

カワイらしい動物キャラのきせかえツールや、宇
宙人、マスクマン、ＵＦＯなど面白素材のきせか
えツールが満載！さらに、904i対応のきせかえ
素材も登場しちゃうよ！

きせかえ★コレクション

月額315円

サービス開始時期

904ｉ発売同時

904ｉ発売同時

画面

月額210円～420円

①月額315円
②月額525円

904ｉ発売同時

2007年6月（予定）
アミュー

株式会社

株式会社
アイフリーク

概要提供企業名

きせかえ☆スター

きせかえ★プレイトイズ

大人気のタケヤマノリヤ氏のペンギンキャラク
ター。ペンギンが画面内をキュートに歩き回るメ
ニューです。904ｉの大容量に対応して、四季に
より変化するきせかえを提供します。

きせかえツールのポータルサイト☆
韓国No.1スーパーグループ神話（シンファ）や、
今春公開映画でも大活躍のニコラス・ツェーを
はじめとする香港スターのきせかえツールも着う
た・着メロ・着ごえ付きで提供！

株式会社
IRIコマース・アンド・テクノロジー

株式会社
MLJ

iどっきりｸｲｰﾝ

女の子向け待受サイトの決定版『講談社ガー
ルズi』では、大人気クラシックコメディマンガ『の
だめカンタービレ』のきせかえﾂｰﾙを配信！
1クリックで簡単にあなたのケータイがのだめ1色
に変わる!! 人気タイトル『GetBackers』『コスプ
レ★アニマル』など続々追加予定！

イメ★チェン

講談社ガールズi

サミー777タウン

もっとぼけっとしてみよう。筆の温もりいっぱいの
「筆なごみ」が904iの大容量を活かして生まれ
変わりました。四季折々に変わるメインメュー、
何が出るかな「？」ボタンの追加で更になごん
でください。

月額525円

ディスニーのきせかえツール。
ミッキー&ミニーはもちろん！マリー、ティンク､プー
さんなどのきせかえセットが続々登場するよ♪
メニュー画面､電話/メールアニメ､電池/電波
アイコンなどが一括で設定できる｡あなたのケー
タイを､ディズニーでいっぱいにしよう！！

イマジニア
株式会社

いつでもリラックマmini

カンタン操作で携帯がリラックマ一色に

904iシリーズの高画質Flash
®
アニメでリラックマ

のかわいさが倍増さらに！！リラックマの

Flash
®
 ミニゲームもすぐに遊べちゃうヨ

ウォルト・ディズニー・ジャパン
株式会社

Disneyｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

904ｉ発売同時

株式会社
講談社

小阪由佳・神楽坂恵・後藤梨花などのグラビ
アクイーンから、蒼井そら・柚木ティナ・倖田梨
紗などのセクシークイーンのオリジナルきせかえ
ツールを提供中。

株式会社
コトブキソリューション

①ゲーム有り
月額525円

②ゲーム無し
月額315円

個別課金315円
（予定）

904ｉ発売同時

月額315円

株式会社
サミーネットワークス

あの「THE DOG」＆「THE CAT」がきせかえに
登場！！犬種・猫種も豊富だから、お気に入
りのワンコ＆ニャンコであなたのケータイを着せ
替えちゃおう！
ライトパッケージからフルパッケージまで、アナタ
の携帯を「THE DOG」・「THE CAT」づくしに。

①個別課金210円
②個別課金315円
③個別課金525円

新章開廷！4月12日から好評配信中の「逆
転裁判 4」きせかえツールが、904i向けによりグ
レードアップ！

未定

2007年7月（予定）

未定
株式会社

アーリストインターナショナル
THE DOG&CAT

サミーのプレミアキャラクターの代名詞「エイリや
ん」がきせかえツールになって大登場!!
待受・アイコン画像などのメニューも盛沢山。
あなたの携帯を「エイリやん」色に彩ります！

月額210円 904ｉ発売同時

株式会社
カプコン

イメチェン★だいすき 1パック315円 未定

■提供企業名50音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるｻｰﾋﾞｽ内容・ｻｰﾋﾞｽ開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせ下さい。
■掲載されている会社名、ｻｰﾋﾞｽ名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■「着うた」「着うたフル」は株式会社ｿﾆｰ・ﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄの登録商標です。
■「Flash」は、Macromedia,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 1



2ＭＢきせかえツール（対応機種：Ｄ904ｉ、Ｆ904ｉ、Ｎ904ｉ、ＳＨ904ｉ）

待受画面 メインメニュー 電池マーク アンテナマーク

【904ｉシリーズ　コンテンツリスト】

価格（税込）サイト名 サービス開始時期
画面

概要提供企業名

©'04,'07 SANRIO CO.,LTD.(E) ©'04,'07 SANRIO CO.,LTD.(E) ©'04,'07 SANRIO CO.,LTD.(E) ©'04,'07 SANRIO CO.,LTD.(E)

© Gignosystem Japan, Inc. © Gignosystem Japan, Inc. © Gignosystem Japan, Inc. © Gignosystem Japan, Inc.

©ジェイケン ©ジェイケン ©ジェイケン ©ジェイケン

©TAITO CORP.1978,2007
※画面は開発中のものです。

©TAITO CORP.1978,2007
※画面は開発中のものです。

©TAITO CORP.1978,2007
※画面は開発中のものです。

©TAITO CORP.1978,2007
※画面は開発中のものです。

©tasuke ©tasuke ©tasuke ©tasuke

©tasuke ©tasuke ©tasuke ©tasuke

©SexyVenus ©SexyVenus

©Nihon Enterprise Co., Ltd. ©Nihon Enterprise Co., Ltd. ©Nihon Enterprise Co., Ltd. ©Nihon Enterprise Co., Ltd.

©創通・サンライズ
©BANDAI NETWORKS

※画面は開発中のものです

©創通・サンライズ
©BANDAI NETWORKS

※画面は開発中のものです

©創通・サンライズ
©BANDAI NETWORKS

※画面は開発中のものです

©創通・サンライズ
©BANDAI NETWORKS

※画面は開発中のものです

©2005 Japan imagination inc.
©Fieldsystem INC.

©2005 Japan imagination inc.
©Fieldsystem INC.

©2005 Japan imagination inc.
©Fieldsystem INC.

©2005 Japan imagination inc.
©Fieldsystem INC.

機動戦士ガンダム

クールなCGデザインによる「機動戦士ガンダム」
でケータイをまるごとコーディネイト！待受はもち
ろん、メニュー画面や電話・メールの発着信表
示、電池表示やアンテナ表示までワンタッチで
一気に変身！

月額315円～525円
(予定)

月額525円

株式会社
ジェイケン

ﾔﾊﾞﾓﾃ俺のｶｽﾀﾑ

きせかえｷﾃｨ&ｻﾝﾘｵ 

きせかえツール”へたれ”は、超アバウトな時間
表示の待受画面と、落書き調のメニューで脱
力感たっぷりにアナタのケータイを演出します☆

フラ×フラ

株式会社
サンリオ

バンダイネットワークス
株式会社

1ダウンロード315円

株式会社
ディーピーエヌ

セクシービーナス

株式会社
タスケ

ジグノシステムジャパン
株式会社

セットアップ∞Lab

人気のパリやロンドンの美麗風景きせかえツー
ルが2MBの大容量版に対応！！動画を利用
した躍動感と風情溢れる美しい景色が印象
的なきせかえツールをリリース。

姫GALｷﾗｷﾗ

サンリオキャラでケータイを丸ごとかわいく変身！
キティやチャーミーキティに加え、シナモンやマイ
メロディなどの大人気キャラから懐かしのキキラ
ラまで揃っています。904i対応の遊び心溢れる
きせかえツールは順次公開してまいります。

904ｉ発売同時

月額525円

1パック315円

904ｉ発売同時

904ｉ発売同時

2007年6月（予定）

904ｉ発売同時

株式会社
ドワンゴ

PRIDE

オシャレ大好きな姫ＧＡＬならケータイも曜日に
あわせてコーディネートしちゃおう！
『姫ＧＡＬオシャレ１週間』というテーマにあわせ
た7パターンのきせかえセットが曜日に合わせて
自動で変身します！
しかも1日の中でも時間帯によってカラーバリ
エーションが変化するからケータイを開ける度に
楽しみが広がります。

904ｉ発売同時

まとめて★チェンジ

待受画面やメニューアイコンはもちろん、電波
状況や電池残量のインジケーターまでワンタッ
チで自由にカスタマイズできる「きせかえツール」
対応サイト。かわいいキャラクター素材からスタ
イリッシュなデザインまで、豊富なラインアップを
配信。その日の気分に合わせて、ケータイのイ
ンターフェイスをオシャレに“きせかえ”できますヨ
♪

①月額ポイント制
315円／525円

※ポイント追加210円

①個別課金315円
②個別課金525円

月額420円

PRIDEオリジナルデザインであなたのケータイを
硬派にきせかえ。
「Aセット」
待ち受け画面/電話発信画面/電話着信画
面/メール送信画面/メール受信画面/セン
ター問合わせ画面/電波ピクト/電池ピクト
「Bセット」
TOPメニュー/メールメニュー/ｉモードメニュー/iア
プリメニュー/電話帳メニュー/データBOXメ
ニュー/LifeKiteメニュー/各種設定メニュー/
ユーザーデータメニュー/サービスメニュー

ドキッ！女だらけのグラビアサイト『iセクシービー
ナス!』が、きせかえツールと10MBiモーションに対
応!!旬のアイドル・AVアイドルなど約800名の待

受画像、ｉモーション、ボイス、Flash
®
 などが全

部まとめて取り放題！

月額315円

月額525円

株式会社
フィールドシステム

遊ファッション

ケータイを「ブランド公式」ブランドケータイに一
発変換！！

遊ファッションでは、FLASH
®
 待受けはもちろ

ん、メニュー画面やメール送受信画面、そして
電池電波表示までもが、ワンパッケージ、ワン
クリックで変換される「きせかえツール」堂々配
信中！

株式会社
タイトー

スペースインベーダー

大人気のスペースインベーダーをはじめタイトー
のゲームキャラクター満載のCoolなきせかえツー
ルが登場！従来よりも大容量の2MBきせかえ
ツールにも対応し、待望のリアルサウンドによる
超豪華コンテンツが満載。

日本エンタープライズ
株式会社

904ｉ発売同時

今ドキのヤバモテメンズはケータイも曜日にあわ
せてＣＯＯＬにキメるッ。
『ヤバモテ！俺の1週間』というテーマにあわせた
7パターンのきせかえセットが曜日に合わせて自
動で変身します！
しかも1日の中でも時間帯によってカラーバリ
エーションが変化するからケータイを開ける度に
楽しみが広がります。

2007年6月（予定）

①Aセット、Bセット
月額210円

②Aセット+Bセット
月額315円

904ｉ発売同時

904ｉ発売同時

2007年6月（予定）

■提供企業名50音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるｻｰﾋﾞｽ内容・ｻｰﾋﾞｽ開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせ下さい。
■掲載されている会社名、ｻｰﾋﾞｽ名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■「着うた」「着うたフル」は株式会社ｿﾆｰ・ﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄの登録商標です。
■「Flash」は、Macromedia,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 2



2ＭＢきせかえツール（対応機種：Ｄ904ｉ、Ｆ904ｉ、Ｎ904ｉ、ＳＨ904ｉ）

待受画面 メインメニュー 電池マーク アンテナマーク

【904ｉシリーズ　コンテンツリスト】

価格（税込）サイト名 サービス開始時期
画面

概要提供企業名

©For-side.com ©For-side.com ©For-side.com ©For-side.com

©For-side.com ©For-side.com ©For-side.com ©For-side.com

©For-side.com

©For-side.com ©For-side.com ©For-side.com

©For-side.com ©For-side.com ©For-side.com

PEANUTS ©United Feature
Syndicate, Inc.
www.snoopy.co.jp
TV TOKYO Broadband
Entertainment, Inc.

PEANUTS ©United Feature
Syndicate, Inc.
www.snoopy.co.jp
TV TOKYO Broadband
Entertainment, Inc.

PEANUTS ©United Feature
Syndicate, Inc.
www.snoopy.co.jp
TV TOKYO Broadband
Entertainment, Inc.

PEANUTS ©United Feature
Syndicate, Inc.
www.snoopy.co.jp
TV TOKYO Broadband
Entertainment, Inc.

©YAMASA ©YAMASA ©YAMASA ©YAMASA

©ＢＥＬＬＣＯ　©ＵＢＩＴＥＣＨＮＯ ©ＢＥＬＬＣＯ　©ＵＢＩＴＥＣＨＮＯ

©ＯＫＡＺＡＫＩ
©尚球社

©ＵＢＩＴＥＣＨＮＯ

©ＯＫＡＺＡＫＩ
©尚球社

©ＵＢＩＴＥＣＨＮＯ

ﾄﾞﾙﾌﾟﾚﾐｱｶｽﾀﾑ

ｹｰﾀｲ戦国魂

ﾗﾌﾞMusicﾌﾙMODE

株式会社
フォーサイド・ドット・コム

人気グラビアアイドルのきせかえツール配信サイ
ト「ﾄﾞﾙﾌﾟﾚﾐｱｶｽﾀﾑ」。ハイクオリティなア

イドル画像をふんだんに使ったFlash
®
画像や、

アイドル本人が歌う着うた
®
を搭載した904ｉシ

リーズ対応の大容量2ＭＢきせかえツールを配
信します。 月額315円

戦国武将、三国志など歴史人物のきせかえ
ツール配信サイト「ケータイ戦国魂」。歴
史ゲームでお馴染のイラストレーター諏訪原氏
の画像をたっぷり使用し、歴史上実現しなかっ
た武将同士のセットなどを、大容量2ＭＢきせ
かえツールで配信します。

月額315円

新J-POPなど話題のアーティスト楽曲を歌

詞付きで提供する着うたフル
®
サイト「ﾗﾌﾞ

MusicﾌﾙMODE」。アーティスト着うた入り2MB
きせかえツールやPV動画、など多数コンテンツ
を取り揃えたｻｲﾄです。

①月額315円
②月額525円

③個別課金105円
④個別課金210円
⑤個別課金315円
⑥個別課金420円
⑦個別課金525円

2007年6月（予定）

ユビテクノ
株式会社

MusicﾌﾙMODE

新J-POPを中心に多彩なｼﾞｬﾝﾙの楽曲を

配信する着うた
®
サイト「MusicﾌﾙMODE

」。楽曲がまるごと聴けるフルアプリやPV動
画をはじめ、アーティストのきせかえツールも配

信中。さらに今後は着うた
®
楽曲入りの2Mきせ

かえツールも配信します！

2007年6月（予定）

904ｉ発売同時カスタモ for  

高品質きせかえツールサイト！
有名キャラクターから新進気鋭のクリエイター・
アニマル・キラキラ☆・エンタメまで、豊富なバリ
エーションの中からお好みのコンテンツを選択し
てケｰタイをカスタマイズしよう♪
大人気動画メニューは必見！

株式会社
藤子・F・不二雄プロ

パッとドラえもん

山佐
株式会社

山佐ｽﾛﾜｰﾙﾄﾞｉ

大好評配信中のきせかえジャイアントパル
サー！！着信音に設定されるあの山佐サウン

ドが着うた
®
対応でさらにパワーアップ！！メー

ル配信時にはコケる演出などスロッターなら涙
もののカスタマイズが可能!

大人気ジャックポットトロピカルのきせかえツール
が大容量版になって再登場！！これ一つであ
なたの携帯もジャックポットトロピカル色に！！

@ﾌﾙMusic取り放題

いつでも、どこでも好きな着うたフル
®
がＤＬでき

る着うたフル取り放題サイト「@ﾌﾙMusic取り
放題」。アーティストの2ＭBきせかえツールも無
料配信します！また、大容量のＰＶ動画、歌
詞Bookなどの素材も有料配信します。

月額525円
（予定）

パッとドラえもんから904i専用の大容量2MB版
きせかえツールが登場！ドラえもんの動きがとっ

てもかわいいFlash
®
 メニューの搭載はもちろん、

着信アニメやアラームなどの設定画面がケータ
イサイトオリジナルのiモーションになった超豪華
プレミアムパックは必見！！

岡崎ミラクルIsland
①月額315円
②月額525円

　　　　　①月額105円
 ②月額315円

 　　　③月額525円
④個別課金105円
⑤個別課金315円

月額1,480円

2007年6月（予定）

904ｉ発売同時

ベルコYou遊ランド

大人気スーパービンゴのきせかえツールが大容
量版になって登場！これ一つであなたの携帯
もスーパービンゴ一色に！！

①月額315円
②月額525円

904ｉ発売同時

月額315円
且つ

個別課金105円
904ｉ発売同時

904ｉ発売同時

プライムワークス株式会社
①月額525円
②月額315円
③月額210円

2007年6月（予定）

2007年6月（予定）

■提供企業名50音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるｻｰﾋﾞｽ内容・ｻｰﾋﾞｽ開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせ下さい。
■掲載されている会社名、ｻｰﾋﾞｽ名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■「着うた」「着うたフル」は株式会社ｿﾆｰ・ﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄの登録商標です。
■「Flash」は、Macromedia,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 3



2ＭＢきせかえツール（対応機種：Ｄ904ｉ、Ｆ904ｉ、Ｎ904ｉ、ＳＨ904ｉ）

待受画面 メインメニュー 電池マーク アンテナマーク

【904ｉシリーズ　コンテンツリスト】

価格（税込）サイト名 サービス開始時期
画面

概要提供企業名

©ＵＢＩＴＥＣＨＮＯ ©ＵＢＩＴＥＣＨＮＯ

\198ｷｾｶｴ･ﾂｰﾙ三文堂
株式会社
ライブウェア

株式会社
読売新聞東京本社

Gメロ♪巨人軍

ユビテクノ
株式会社

巨人軍マスコット「ジャビット」をモチーフにしたオ
モイッキリ巨人軍なきせかえツール！
ジャビットがたっぷりの画面に着うたも組み合わ
せたＧ仕様です。

パチ&スロﾃﾞｺﾀｳﾝ

三文堂からお送りするきせかえツール「銀河
系」は904ｉならではの大容量をいかし、銀河や

彗星、ブラックホールを美しいFlash
®
 アニメー

ションで再現してお届けする904i専用きせかえ
ツールとなっております。

個別課金198円

①月額105円
②月額315円

2007年6月（予定）

大人気ジャックと豆の木のきせかえツールが大
容量版になって再登場！！これ一つであなた
の携帯もジャックと豆の木色に！！

月額315円 904ｉ発売同時

904ｉ発売同時

■提供企業名50音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるｻｰﾋﾞｽ内容・ｻｰﾋﾞｽ開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせ下さい。
■掲載されている会社名、ｻｰﾋﾞｽ名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■「着うた」「着うたフル」は株式会社ｿﾆｰ・ﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄの登録商標です。
■「Flash」は、Macromedia,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 4
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