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2021年8月

12,000局

高速・大容量な瞬速5Gエリアは順調に拡大
温室効果ガスを排出しないグリーン5Gも10月より開始※

2021年10月
環境に配慮した

5Gを開始
※再生可能エネルギー指定の非化石証書なども含めた実質再生可能エネルギー100％の電力で提供



2021-2022冬春ラインアップ

対応全機種



「スタンダードモデル」「らくらくスマートフォン」
をご購入されるお客さまが増加

2019年 2021年

スタンダード

ハイスペック

らくらく

スタンダード

ハイスペックらくらく

※7月-8月（合算値）においてご購入いただいた機種をもとに比率を計算

Androidスマートフォン ご購入比率



2021-2022冬春ラインアップ

販売価格1万円台（税込2万円台）
からご購入可能なラインアップ※
（ドコモオンラインショップ販売価格）

はじめてのスマートフォンでも
「あんしん」「かんたん」に

コストパフォーマンス
を重視するお客さま

使いやすさ
を重視するお客さま

ラインアップのポイントお客さまのニーズ

※arrows We F-51B：税抜 19,500円（税込 21,450円）



SO-53B SC-56B

F-51B

SH-54B

KY-51B

SC-55B

SC-54B

F-52B

ハイスペックモデル
最先端の5Gを体感
フラグシップな機能性

スタンダードモデル
快適に使える基本性能
スペックと価格の両立

あんしんスマホ・
らくらくスマートフォン
やさしい操作性

使いやすい

5G 対応
ノートパソコン

2021-2022冬春ラインアップ



５Gの特長を十分に活用し、スマートフォンと周辺機器をシームレスに連携させて作り上げる新しい世界観
5G時代の新体感 MY NETWORK



認知
興味 入手 利用

開始 利用中 利用中止

5G時代を楽しむ周辺デバイスの普及・利用促進のハードル

価格が高い
設定が難しい

使いこなせない

知らない



広げる 管理する つなげる

提供手段の拡大

2021年 4月～

SHARE

5G時代を楽しむ周辺デバイスの普及・利用促進に向けて

STEP 1 困りごとの解決／使い方の提案STEP 2

？



XX

人と社会がつながる

ARグラス

5G対応PC
ホームルーター

5Gルーター

エンタメ
コミュニケーション 教育 健康・美容 etc

利用環境の
整備

通信デバイス

XR

新デバイス
新領域

デバイス管理
プラットフォーム

デバイス
レンタルサービス

デバイスで広がる世界

人と人・周囲がつながる人と機器がつながる

対応デバイスの拡大
イエナカ・イエソトなど
さまざまなシチュエーションでの
デバイス利用
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130インチの大画面
※4m先を見た場合

小型 軽量 日常に溶け込むデザイン 複数画面表示ができる専用アプリ

12月
発売予定約76g



2021年10月6日 (水)発売

「ドコモのギガプラン」の契約回線お持ちの方

月額 1,100 円 (税込) で 利用可能 *2

対象
回線契約がなくてもOK！

*1 5Gの提供エリアは一部に限られます。5Gサービスエリアはドコモのホームページの
「サービスエリアマップ」でご確認ください *2 別途、機種代金がかかります

5G に対応して Wi-Fi なしでも
高速インターネットが利用可能 *1



新しいデバイスに「出会う」ことから「楽しむ」までを幅広くサポート

無料
アプリ

キャリア
フリー

2022年
1月以降
提供予定

デバイス管理プラットフォーム



認知・興味 入手 利用開始 利用中 利用停止

おすすめの機器と
出会える

気になった機器は
購入やレンタルも可能

お持ちの機器を
登録・管理

取扱説明書などで
困りごとを解決

新しい使い方や
楽しみ方を知る

売却をサポート

ECサイトなどから購入や
kikitoレンタルサービスで

レンタル

購入日・保証期限を管理

フリマサイトなどで
カンタンに売却

30万件以上のデバイスの
取扱説明書を確認

記事を通じて
新しいデバイスや
使い方と出会える

自分の持っているデバイスと
対応するデバイスや
サービスがわかる

自分の持っているデバイスを
より楽しむ方法がわかる



お持ちの機器を登録することで『困りごとの解決』から『活用方法の提案』まで利用体験を幅広くサポート

売却をサポート

フリマサイトなど
出品へアクセス

新しい使い方や
楽しみ方を知る

デバイスが対応する
サービスの紹介

気になった機器は
購入やレンタルも可能

おすすめの機器と
出会える

お持ちの機器を登録・管理
取扱説明書などで困りごとを解決

購入日・保証書登録

取扱説明書・
問い合わせ窓口へアクセス

認知・興味 入手 利用開始 利用中 利用停止

デバイスの使い方や
連携するデバイスの紹介 販売・レンタルへアクセス
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斉藤 恵子
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SC-56B

 4000mAhの電池容量と防水・防塵、FMラジオなど、
基本機能が充実、おサイフにもやさしい5Gスマホ。

 スマートフォンの使い方を無料で電話相談できる
Galaxy使い方相談やガイドブックで操作方法を
しっかりサポート。



 見やすい画面に、電話・メールボタンで、
初心者でも操作がかんたん！

 スマホ活用が広がる使い方ナビやガイドブックなど、
あんしんのサポート！

 4500mAhの電池に写真もキレイ、
スマホがたっぷり楽しめる基本性能！

KY-51B



 もっと見やすく。
変わらないかんたん操作 でずっと使いたくなる。

 わからないことはガイド本 とアプリ 、
さらに専用電話 であんしんサポート。

 あらゆるシーンがキレイに撮れる、
進化したかんたんカメラ と2眼カメラ搭載。

Ｆ-52B



ドコモオンラインショップ 限定カラー

SH-54B F-51B

機種購入代金の１％相当を寄付

ブルーメタリック レッド



本日発売

SC-54BSC-55B



SO-53BSC-54B SC-55B



2021-2022冬春ラインアップ

SC-56B KY-51B Ｆ-52BF-51B

SH-54BSO-53BSC-55B

SC-54B
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10代１日平均起動回数上位10アプリ SNSをよく使う若者のスマホの使い方

隙間時間は常にSNS
メッセージがあればすぐに見る

※社内調べ

スタイリッシュな私になれるホームアプリ

SNSアプリ



ホーム画面上でメッセージを確認

すっきりとしたホーム画面

フリックでSNSを起動

スタイリッシュな私になれるホームアプリ

無料
アプリ

10月下旬
提供予定

キャリア
フリー



スグアプ新機能 アイコン同時表示

お客様のご利用シーンに合わせた
クイックなアプリ切り替えを実現！

21冬モデル
プリインストール

スグアプ対応機種なら
過去機種もVerUPにて

ご利用可能

お店のポイントアプリが
見つからない・・

せっかくスグアプで決済アプリを起動したのに



端末を振る

アイコン同時表示機能を使えば
ポイントアプリにスグに切り替えられる！

せっかくスグアプで決済アプリを起動したのに

アプリアイコンから好きなアプリを選択

最大5個のアプリを
クイックに切り替え可能！

お店のポイントアプリが
見つからない・・



SC-55BSC-54B

計46機種がバージョンアップで対応予定
上記2機種を含め

※Android は Google LLC の商標です。
※Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、
クリエイティブ・コモンズ表示 3.0 ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
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