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マナーもいっしょに 
携帯しましょう。 

●アレンジメール、S!アプリ、ホワイトプラン、ゴールドプラン、オレンジプラン、ブループラン、PCサイトブラウザ、PCサイトダ
イレクト、S!メール、Ｗホワイト、ホワイト家族、自分割引、ハートフレンド、TVコール、生活アプリは、ソフトバンクモバイル株式
会社の登録商標または商標です。●SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフト
バンク株式会社の登録商標または商標です。●「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登
録商標または商標です。●着うた®、着うたフル®は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●BookSurfingは株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式
会社インフォシティの登録商標です。●「ComicSurfing®」は株式会社セルシスの商標または登録商標です。www.softbank.jp

お客さまセンター 総合案内
■ソフトバンク携帯電話から　　　　　　　 157［無料］※

■一般電話から　　　　　　　　 0088-21-2000［無料］※

※ 海外からはご利用いただけませんのでご了承ください。

パソコンサイトからアクセスすれば、 
コンテンツ検索が 
より見やすく、よりスピーディ！ 

コンテンツガイド 

●総計約5,009以上※を数える豊富なコンテンツを閲覧できるほか、
　サイト名で簡単に検索できます。 ※ 11月14日現在 

●さらに、My SoftBankでログインすれば、パソコンで登録した 
　コンテンツがケータイに自動的に登録されます。 

＜ソフトバンク携帯電話からの確認方法＞ 

My SoftBank s 個人ツール s コンテンツブックマーク 

www.softbank.jp/mb/r/cg/

アレンジメール 

S!アプリ 着うたフル®

電子コミック 

「メール★コレクション」 提供：アイフリーク 
 ©I-FREEK CO.,INC.

「対戦☆ボンバーマン＋」 提供：ハドソン 
 ©HUDSON SOFT

「Handyコミック」 提供：ビットウェイ 
 働きマン ©安野モヨコ／講談社 

「オリコンスタイルフル」 提供：オリコン・モバイル 
 ©Oricon Mobile Inc. 
 MISIA/Royal Chocolate Flush ©2007 BMG JAPAN Inc.
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消費支出、3ヵ月連続増…（09時40分） 

検索 48時間限定のｵｰｸｼｮﾝﾊﾞｰｹ ﾝ゙ ｵｽｽﾒ  音楽　ゲーム　コミック　動画 個人ﾂｰﾙ  メール  カレンダー   アドレス  買う    オークション  ショッピング  宿泊 知る    ニュース  株価  天気  スポーツ 調べる 乗り換え　地図　知恵袋 集まる  掲示板　フォト　マイスペース 暮らす  グルメ　賃貸　出前　レシピ 楽しむ 占い　テレビ　映画　懸賞 

エリア情報／災害用伝言板／設定・申込／お知らせ 

 

「Ｙ!」ボタンを押すだけで、 
 Yahoo!ケータイ 
 TOPページへ飛べる！ 

おなじみのYahoo! JAPANのモバイル版!
知りたい情報が今すぐ分かる、便利なサイトです。 

Yahoo!ケータイって、 何？ 

Yahoo!ケータイの
人気コンテンツ 

好評の公式コンテンツ 
「音楽」「ゲーム」 

「コミック」「動画」を 
ピックアップ。 

オススメ 

公式コンテンツ 
も必見！ 

ソフトバンク公式ケータイ 
サイトはここから。 

ジャンル別で分かりやすく、 
新着コンテンツも 
チェックできる！ 

メニューリスト 

サイト検索の老舗 

キーワード検索で 
お目当てのコンテンツに 

すぐに 
アクセスできる！ 

検索 ソフトバンク 

Yahoo!検索 

Yahoo! JAPANで
おなじみ 

PCサイト版ゆずりの 
分かりやすさ。 
カテゴリ別だから 
すぐ調べられる！ 

モバイル版 Yahoo! JAPAN

詳しくは次のページへ！ 未 

ソフトバンクなら、さまざまなコンテンツがいつでもどこでも楽しめる！ 
今すぐ気になるコンテンツをチェックしよう！ 

メールやウェブ、S!アプリなどのご利用にはまず 

にご加入ください。 

コンテンツを楽しむには
「S!ベーシックパック」への
お申し込みが必要です。 お申し込み方法 

S!ベーシックパックに
未加入の方は

ソフトバンク携帯電話から 
157［無料］ 

ニュース・グルメや占いまで、
人気のコンテンツをずらり。 おすすめコンテンツ P.25

 S!ベーシックパック 
［300円（税込315円）／月］ 

アレンジメール 
動く画像やカラフルな文
字で、メールを自分らしく
アレンジできる。 

P.09

電子コミック 
懐かしの名作から話題の
人気コミックまで、豊富に
ラインナップ。 

P.13

S!アプリ 

大作ゲームや人気のアニ
メ系ゲームなど、ヒット作
品が満載。 

P.17

着うたフル®

着信音だけでなく、1曲ま
るごと聴くことも！音楽が
より身近に。 

P.21

 メール・コミック・ゲーム・音楽。ケータイ一つでココまで遊べる！ 

01



T O P I C S

03 04

外出先でもチャンスを逃さない!!Yahoo!オークション 

最新ニュースを知りたいときに。 Yahoo!スポーツ 

新曲の情報も、ダウンロードも。 Yahoo!ミュージック 

待ちあわせ時間も楽しい時間に。 Yahoo!ゲーム 

その日、その場所の天気情報を。 Yahoo!天気情報 

目的地に時間通りに到着したい。 Yahoo!路線情報 

明日、雨なら予定も中止にしなきゃ…そんな時、場所を選択すれば、ピンポイントで 
今日明日の天気が調べられる。「週間天気」では週末の予報も。 

※ 別途、通信料がかかります。 

例えば）TOPページの「天気」 地名を入力 候補から選択 週間天気 

大事な会議や打ち合わせで遅刻は厳禁。そんな時、乗車駅と降車駅、日付と目標の 
到着時間などを入力すれば、最短の行き方・料金を表示。サラリーマンの頼れる味方。 

※ 別途、通信料がかかります。 

例えば）TOPページの「乗り換え」 乗降駅を入力 日付、到着時間を入力 

次々と出てくる話題の最新ゲームをたっぷりとご紹介。もちろん、ゲーム情報や検索機能も 
大充実だからゲームファンにはたまらない。気になるアプリもここから検索。 

ケータイでオークションの値動きや残り時間など、詳細データをチェックできる！ 
オークション状況を随時チェックして時間を読みながら勝負。憧れの商品を確実にゲットしよう！ 

※ 別途、通信料がかかります。 

例えば）TOPページの「オークション」 マイオークション 入札 落札 

※ 別途、通信料がかかります。 

例えば）TOPページの「音楽」 アーティスト名を入力して検索 曲を選択してダウンロード 

※ 別途、通信料がかかります。 

例えば）TOPページの「ゲーム」 ゲーム名を入力して検索 選択してダウンロード 

一瞬を競うスポーツだからこそすぐに状況を知りたい！ 野球、サッカー、格闘技など、 
最新スポーツニュースがずらり。対応機種なら、動画も見られる！ 

※ 別途、通信料がかかります。 

例えば）TOPページの「スポーツ」 ソフトバンクホークス 

「着うたフル®」新着情報をはじめ、アーティスト名検索機能やランキング情報などで 
音楽を満喫。友だちよりいち早く、新曲をダウンロードしよう！ 

いつでも、どこでも、毎日でも！ ついつい知りたくなる、 
情報がすぐに分かるから大人気！ じつに使えるコンテンツです！ 

 Yahoo!ケータイTOPページからカンタンアクセス！ 

Yahoo!ケータイ 人気コンテンツ !

見逃せない注目ニュース。 

政治、経済から芸能、スポーツまで迫力の報道写真とともにお届け。 
TOPページ下段のニュースヘッドラインでも国内外の最新情報をチェックできる！ 

Yahoo!ニュース 

※ 別途、通信料がかかります。 

例えば）TOPページの「ニュースヘッドライン」 で最新情報をゲット 

〈例〉 

消費支出、3ヵ月連続増…（09時40分） 

検索 

48時間限定のｵｰｸｼｮﾝﾊﾞｰｹ ﾝ゙ 
ｵｽｽﾒ  音楽　ゲーム　コミック　動画 
個人ﾂｰﾙ  メール  カレンダー   アドレス  

買う    オークション  ショッピング  宿泊 

知る    ニュース  株価  天気  スポーツ 

調べる 乗り換え　地図　知恵袋 
集まる  掲示板　フォト　マイスペース 
暮らす  グルメ　賃貸　出前　レシピ 

楽しむ 占い　テレビ　映画　懸賞 

エリア情報／災害用伝言板／設定・申込／お知らせ 
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はじめにお読みください 

電子コミックやゲーム、着うた®などのコンテンツを楽しむためには、情報料のほか、コンテンツをダウンロードするた
めの通信料、いわゆるパケット代が必要です。 

※ 新規加入および契約変更と同時にパケットし放題にご加入いただいた場合、加入日からの適用となります。SoftBank 3Gをご利用中のお客さまが、パケットし放題にご加入いただいた場合、翌請求月からの適用となります。●解約した場

合、当月も定額サービスが適用となります。定額料は解約日前日までの日割計算となります。●国内でご利用のメール（S!メール[MMS]）送信・読出料、ウェブ通信料、PCサイトブラウザ通信料、PCサイトダイレクト通信料が定額サービスの

対象となります。●別途情報料がかかるコンテンツがあります。●S!メール（MMS）は60%OFF、ウェブ・PCサイトブラウザ・PCサイトダイレクトは0.08円（税込0.084円）／パケットにて計算されます。 

【併用可能割引サービス】 ホワイトプラン：Wホワイト／ホワイト家族24 
　　　　　　　　　　　 ゴールドプラン：ゴールドプラン継続割引／家族割引 

　　　　　　　　　　　 オレンジプラン（WX）：年間割引／新・自分割引／長期利用割引／家族割引／指定割引／自宅割引／キッズ・シニア割引／学生割引／ハートフレンド割引 

　　　　　　　　　　　 シンプルオレンジ：家族割引／指定割引／自宅割引／ハートフレンド割引 

　　　　　　　　　　　 ブループラン：1年割引／自分割引50／長期利用割引／家族割引／家族割引MAX50／指定割引／キッズ・シニア割引／ハートフレンド割引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【2007年11月現在】 

■割引サービスは予告なく変更される場合があります。最新の情報はソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）または店頭にてご確認ください。 

大容量コンテンツや、複
数のコンテンツをダウン
ロードすると通信料も上
がります。 

情報料 通信料 

※ オレンジプランは0.1円（税込0.105円）／1パケットです。 

使用料 

コンテンツ 0.2円（税込0.21円）※ 
／パケット 

コンテンツの使用料とは？ 

ダウンロードしたいけどパケット代が…なんて気にせずに、思いきりコンテンツを楽しむために！ 

■ 月額980円（税込1,029円）～4,200円（税込4,410円）の定額料で、メール・ウェブし放題 

あんしんの2段階制定額「パケットし放題」がオススメです。 

情報料には、　    コンテンツごとに購入でき、一度ダウンロードすると何度でも利用できる「従量課金タイプ」と、 

　　　　　　　  退会まで毎月一定額の情報料が必要な「月額課金タイプ」※があります。 

コンテンツの情報料は2種類ある？ 
1

2

従量課金タイプ 月額課金タイプ 

単行本のように、
ひとつずつ購入
できる。 

※ コンテンツなどに登録した日から１カ月間の料金先払いとなります。 

単行本 
月刊誌 

コンテンツの料金システム（情報料・通信料）について 

マークが目印。 

毎月購読して
いる月刊誌の
ように、毎月支
払いが必要。 

4,200円／月 
（税込4,410円） 

980円／月 
（税込1,029円） 

（定額料） 

（ご利用パケット数） 12,250パケット 52,500パケット 

1パケット0.08円
（税込0.084円）で計算 

次は使った分だけ。

1パケット0.08円（税込0.084円） 

どれだけ使っても 

4,200円（税込4,410円）で 
メール・ウェブし放題！ 

あまり使わなかった月は

980円（税込1,029円） 

パソコンやPDAでのモバイルデータ通信（インターネット接続など。アクセスインターネットを含む）、SMS、国際SMS、国際S!メール（MMS）および通話料、TVコール通信料は、パケットし放題の定額サービスの対象外となります。

S!メール（MMS）、Yahoo!ケータイのウェブのみのご利用の場合は4,200円（税込4,410円）が上限となります。PCサイトブラウザ、PCサイトダイレクトをご利用の場合は、パケットし放題の定額料の上限が自動的に変わります。 

S!メール（MMS）送信・読出料は60%OFFにて計算されます。 

お申し込み 
必     要 

加入日から 
適用※ 

〔対象プラン：ホワイトプラン、ゴールドプラン、オレンジプラン、ブループラン〕 

コンテンツを
移動させるた
めにかかる、
運搬費のよう
なもの。 

0.2円（税込0.21円）※ 
／パケット 

コンテンツひ
とつずつにか
かる荷物代の
ようなもの。 コンテンツ 
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認識 連続 
戻る FF
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QRコード非対応機種の場合は、こちらの方法でも、コンテンツにアクセスできます。 

Yahoo!ケータイTOPページの「メニューリスト」からジャンル別に探す 

Yahoo!ケータイTOPページの「Yahoo!検索」で探す 

〈例〉 

検索 デコともDX取り放題 

ツール 

ﾒﾆｭｰ 
戻る 

読み取りデータ デコともDX取り放題 （提供元：エムティーアイ） http://decotomodx.jp/s/index.php?sid=B6Z5&pid=P102&ad=cp071201

1 2 3

楽しみたいコンテンツが見つかったら、さっそくQRコードでダイレクトにアクセス。カメラで撮れば、カンタンにダウン
ロードできます。 

はじめにお読みください QRコードについて 

カメラ機能を使っ
たバーコードリー
ダーでQRコード
読み取り。 

認識ボタンを押
して、認識される
とURLが表示さ
れる。 

ウェブアクセス
で欲しいコン
テンツにひとっ
飛び！ 

機種別バーコードリーダー起動方法 

インデックスメ
ニューから「ツー
ル」を選択します。 

「バーコード／
OCR」を選択し
ます。 

「バーコードリー
ダー」を選択しま
す。 
 

インデックスメ
ニューから「カメ
ラ」を選択します。 

「バーコードリー
ダー」を選択しま
す。 

「読取り」を選択
します。 
 

■ SHARP製 
（912SHの場合） 

■ TOSHIBA製 
（815Tの場合） 

■ Panasonic製 
（810Pの場合） 

■ NEC製 
（706Nの場合） 

インデックスメ
ニューから「エン
タテイメント」を
選択します。 

「バーコードリー
ダー」を選択しま
す。 

「コード読取り」
を選択します。 
 

インデックスメ
ニューから「カメ
ラ」を選択します。 

「バーコードリー
ダー」を選択しま
す。 

接写モード確認
画面のあと、読み
取り画面になり
ます。 



アレンジメール 
カラフルな文字や背景色、動く画像やイラストを使ってメールを楽しくアレンジできます。 

デコともDX取り放題 

提供：エムティーアイ 
情報料：200円（税込210円）／月 

アレンジメールのテンプレートをダウンロードしてみよう。 

アクセス Yahoo!ケータイ  メニューリスト 

イラスト・アート・フォト 

メールコンテンツ 

アレンジメール 
アクセス Yahoo!ケータイ  メニューリスト 

キャラクター・アニメ 

メールコンテンツ 

アレンジメール 

提供：ウォルト・ディズニー・ジャパン 
情報料：300円（税込315円）／月 

Disney★アレンジメール 
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最新アレンジメール素材が約25,000点♪オリジナル
絵文字や4コマ漫画などの素材も充実。季節に合わせ
た無料オタメシ素材も続々登場！ 

毎日更新のかわいいディズニーのアレンジメール素
材が取り放題♪いつものメールに魔法をかけてかわ
いく飾って送っちゃおう☆ 

クリスマスには
特別なメールを
贈ろう♪ 

年賀メールを
キュートにアレ
ンジ☆ 

©MTI.Ltd

イベントごとにはかかせないテンプレートがいっぱい！ ディズニーに囲まれて、メールを見るのが楽しみになりそう♪ 

ミッキーとミニーの
ラブラブなクリスマ
ステンプレート♪ 

ミッキーのかわ
いいメールで新
年のごあいさつ！ 

© Disney

S! ﾒｰﾙ ｻｲｽﾞ8KB
宛先入力 
件名入力 

STEP

1
まずは 

キモチのこもったアレンジメールを友だちに送ってみよう！ 

メールボタンを押
し、メニューから「テ
ンプレート」を選択。 

STEP

2
次にさっそく 

「クリスマステン
プレート」を選択
すると自動的に
メール送信画面に
なります。 

宛先・件名を入力し、
本文の「ココに文字
を入れてネ」の箇
所に本文を入力。 

P.07の手順でP.10
の「デコともDX取
り放題」のQRコー
ドからアクセス。 

「デコともDX取り
放題」のトップペー
ジから「会員登録」
を選択。 

利用規約を読み、
「利用規約に承諾
して登録」を選択。
有料情報（マイメ
ニュー）登録で
「OK」を選択。そ
の後、ユーザー登
録をします。 

有料情報（ﾏｲﾒﾆｭｰ）の登録を行 
います。 

（English） 

有料情報（ﾏｲﾒﾆｭｰ）登録 

OK
CANCEL

トップページの「キー
ワードで探す」部分
に「クリスマス」と
入力。「クリスマス」
を選び、その後「ダ
ウンロード」「保存」
を選択。 

受信ﾎﾞｯｸｽ 
新規作成 
新着ﾒｰﾙ受信 
下書き 
ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ 
送信済みﾎﾞｯｸｽ 
未送信ﾎﾞｯｸｽ 
ﾁｬｯﾄﾌｫﾙﾀﾞ 
ｻｰﾊﾞｰﾒｰﾙ操作 
SMS新規作成 

ﾒｰﾙ S! ﾒｰﾙ ｻｲｽﾞ8KB

おやすみ！ 
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テンプレートとは、元になるアレンジメールの背景やかわいいキャラクターがセットになったもので、文字を打ちこむだけで誰でもカンタンにアレンジメールが作れます。 

クリスマステンプレート 

【例】 デコともD X取り放題をダウンロード！ 

●記載の商品、サービスなどの料金は消費税相当額を加算した総額表示となります。毎月のご請求については、税抜価格の合計金額に消費税相当額を加算して計算しております（一部サービスを除く）ので、お客さまが税込価格を基に計算された場合、実際の
ご請求額と異なる場合があります。 

●コンテンツのダウンロードには別途通信料がかかります。●コンテンツのダウンロードは、電波状態の良好な場所で静止したまま行ってください。機種によっては、途中で通信が切断された場合、最初からダウンロードが必要となる場合があります。●海外か
らのコンテンツ利用の際、海外ネットワーク状況によりダウンロードが正常に行えない場合がありますのでご注意ください。●画像はイメージです。●機種によってはご利用いただけない場合があります。 

これで本体に 
テンプレートが 
保存されました。 

これで完成！ 
友だちに送ってみよう！ 

今日は楽しかったヨ♪

おやすみ～（*′ω` )ノ



アクセス 

アレこれメール 

提供：日本エンタープライズ 
情報料：260円（税込273円)／月 

アクセス 

提供：アイフリーク 
情報料：200円（税込210円）／月 

メール★コレクション 

11 12

オリジナルキャラクターがあなたのメールをかわいく
アレンジ☆ クリスマスやお正月は、自分らしいアレンジ
メールで、友だちに差をつけよう！ 

キュートな素材からおもしろ素材までいろんなアレンジ
メールが取り放題☆ママにオススメのママアレメは
毎月更新！ 

年始のあいさ
つはアレンジ
メールで☆ 

メールで四コマ
漫画が楽しめ
る!?

©Nihon Enterprise Co., Ltd.

クリスマスは
キュートなアレ
ンジメールで
決まり☆ 

あけおめメール
に使える素材が
いっぱい！ 

©I-FREEK CO.,INC.

思わず癒されちゃう、カワイイ&おもしろテンプレートが充実！ いつでも使えるキュートな素材が盛りだくさん！ 

無敵！！アレンジメール 

提供：フリュー 
情報料：280円（税込294円）／月 

アクセス Yahoo!ケータイ  メニューリスト 

イラスト・アート・フォト 

メールコンテンツ 

アレンジメール 

Yahoo!ケータイ  メニューリスト 

イラスト・アート・フォト 

メールコンテンツ 

アレンジメール 

Yahoo!ケータイ  メニューリスト 

イラスト・アート・フォト 

メールコンテンツ 

アレンジメール 

毎日更新のアレンジメール素材が約30,000点以上
取り放題！素材や待受け画などが作れるクリエイター
機能も充実。 

ほのぼのサンタ
がクリスマスを
もっと楽しくして
くれる♪ 

カオモジメッセー
ジで気持ちも一
緒に送信♪ 

©FURYU

ペアの待受画面もあるよ☆ほかにもいろんな種類が勢揃い！ 

●記載の商品、サービスなどの料金は消費税相当額を加算した総額表示となります。毎月のご請求については、税抜価格の合計金額に消費税相当額を加算して計算しております（一部サービスを除く）ので、お客さまが税込価格を基に計算された場合、実際の
ご請求額と異なる場合があります。 

●コンテンツのダウンロードには別途通信料がかかります。●コンテンツのダウンロードは、電波状態の良好な場所で静止したまま行ってください。機種によっては、途中で通信が切断された場合、最初からダウンロードが必要となる場合があります。●海外か
らのコンテンツ利用の際、海外ネットワーク状況によりダウンロードが正常に行えない場合がありますのでご注意ください。●画像はイメージです。●機種によってはご利用いただけない場合があります。 

アクセス Yahoo!ケータイ  メニューリスト 

キャラクター・アニメ 

メールコンテンツ 

アレンジメール 

提供：ウォルト・ディズニー・ジャパン 
情報料：180円（税込189円）・ 
　　   300円（税込315円）／月 

プーさん 
アレンジメール 

プーさんと仲間たちがい～っぱいのアレンジメール
サイトが登場！ かわいいプーさんメールを送ってお友
だちを喜ばせちゃおう♪ 

送っても受け取っても癒されるプーさんメールいろいろ。 

プーさんでクリ
スマスを盛り上
げよう☆ 

キラキラティガー
で気分もキラキ
ラ!?

© Disney Based on the "Winnie the Pooh" works, by A.A.Milne and E.H.Shepard.



懐かしの名作から、最新作まで幅広いラインナップ。お気に入りの一冊は、ケータイで持ち歩こう！ 

電子コミック 

電子コミックをダウンロードしてみよう。 
STEP

1
まずは 

P.07の手順でP.15の
「Handyコミック」
のQRコードからア
クセス。 

「Handyコミック」
のトップページから
「タイトルで探す」
の「ら」行から「ラ
イフ」を選択。 

「第1回 自罰（1）」
を選択。 

会員登録をしてポ
イント購入か、もし
くは個別購入を選
択。「利用契約」を
読み「ダウンロー
ド開始」を選択。最
後に「OK」を選択
します。 

ダウンロードした電子コミックを読んでみよう！ 

メインメニューの
「データフォルダ」
から「ブック」を選
択。 

STEP

2
次にさっそく 

「ライフ」を選択。 ビューワーアプリ
が起動し、決定ボ
タンを押すたびに
サクサク読めます。 

　  第1回 自罰（2）
52円（50ﾎﾟｲﾝﾄ） 

ライフ 
すえのぶけいこ（著） 

講談社 

説明を読む 
立読み 

＝購入済 ＝新着 

　  第1回 自罰（1）
52円（50ﾎﾟｲﾝﾄ） 

ライフ 

 ダウンロード開始 
利用契約（必須） 

下記利用規約及び注意事項に了承して 

第1回 自罰（1）

価格：52円 

次の話を読む 
タイトルに戻る 

ﾋﾟｸﾁｬｰ 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ 
ﾏｲ絵文字 
着うた・ﾒﾛﾃﾞｨ 
S!ｱﾌﾟﾘ 
ﾐｭｰｼﾞｯｸ 
ﾑｰﾋﾞｰ 
生活ｱﾌﾟﾘ 
ﾌﾞｯｸ 
ｶｽﾀﾑｽｸﾘｰﾝ 

ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ 
ライフ 

ﾌﾞｯｸ 

13

コミックサーフィン　 

14

電子コミックを読むためには専用のビューワーアプリが必要です。 

インデックスメニュー エンタテイメント があるか確認してみよう！ 

ご注意！ 

ビューワー紹介 

ブックサーフィン®

【例】H a n d yコミック（ P. 1 5）からダウンロード！ 

機種によりプリインストールされている場合もありますが、 
各コンテンツ専用のビューワーでないと見られないものもあります。 

コミックの新しい楽しみ方はケータイで。効果音&振動で迫力アップ！ 
シーンに合わせて効果音が出たり、振動するので、以前に一度読んだコミックも、ケータイで読むと新しい驚きがあるはず。 
気になる電子コミックは今すぐチェックしよう！ 

●記載の商品、サービスなどの料金は消費税相当額を加算した総額表示となります。毎月のご請求については、税抜価格の合計金額に消費税相当額を加算して計算しております（一部サービスを除く）ので、お客さまが税込価格を基に計算された場合、実際の
ご請求額と異なる場合があります。 

●コンテンツのダウンロードには別途通信料がかかります。●コンテンツのダウンロードは、電波状態の良好な場所で静止したまま行ってください。機種によっては、途中で通信が切断された場合、最初からダウンロードが必要となる場合があります。●海外か
らのコンテンツ利用の際、海外ネットワーク状況によりダウンロードが正常に行えない場合がありますのでご注意ください。●画像はイメージです。●機種によってはご利用いただけない場合があります。 

これで本体に 
電子コミックが 
保存されました。 

途中で閉じても 
続きからすぐ読める！ 

ビューワーアプリ確認方法 

一度ダウンロードしたコミックは「ブックフォルダ」に保存され
るから、毎回ウェブにつながなくてもO K !もちろん、
microSD™メモリカードにも保存できます。 

「ブックフォルダ」内に保存が可能！ 

※ 機種によっては対応していない場合があります。 

©松本零士／プラネット・銀河鉄道管理局 
銀河鉄道物語［フルカラー版］／松本零士 

●画面はイメージです。 

©松本零士／プラネット・銀河鉄道管理局　©大島永遠／双葉社　©はるき悦巳／双葉社 
©御形屋はるか／双葉社　©桐原いづみ／双葉社　©さそうあきら／双葉社　©こうの史代／双葉社 

ブルルッ 

保存した電子コミック一覧がズラリ！ 

●ビューワーアプリが無い場合は各コンテンツサイトよりダウンロードしてください。ダウンロードには別途通信料がかかります。 

ﾌﾞｯｸ 

TV・アニメ・映画化された人気コミックが満載！ アニメーショ
ンから制作したフルカラーのフィルムコミックも大人気！ 

ベストヒットCOMICS
提供:アクセルマーク 
情報料：300円（税込315円）・500円（税込525円）／月 
※ ポイント追加購入あり 

©AXEL MARK INC. アクセス Yahoo!ケータイ  メニューリスト 書籍・コミック・写真集 電子コミック 



コミックシーモア 

アクセス Yahoo!ケータイ  メニューリスト 書籍・コミック・写真集 

電子コミック 

Handyコミック 

提供：ビットウェイ 
情報料：30円（税込31円）～／1ファイル 

アクセス Yahoo!ケータイ  メニューリスト 書籍・コミック・写真集 

電子コミック 

集英社マンガカプセル 

提供：集英社 
情報料：300円（税込315円）・ 
　　　 500円（税込525円）／月、 
　　　 30円（税込31円）・100円（税込105円）／1ファイル 

アクセス Yahoo!ケータイ  メニューリスト 書籍・コミック・写真集 

電子コミック 

白泉社e-コミックス 

提供：白泉社／キャラウェブ 
情報料：300円（税込315円）・ 
　　　 500円（税込525円）・ 
　　　 1000円（税込1050円）／月 

アクセス Yahoo!ケータイ  メニューリスト 書籍・コミック・写真集 

電子コミック 

人気コミック3,000作品以上の国内最大級ケータイ
コミックサイト。ベストセラーから女性向け人気雑誌
まで満載！情報料無料立読みやポイントプレゼント、
占いコーナーもあるよ♪ 

15 16

過去の名作から連載中のものまで、旬なコミックを
ラインナップ！ドラマ化・映画化されたコミックもたく
さん♪ 

人気コミックから懐かしの名作まで、集英社のコミック
がケータイで読める！オールカラー多数、全タイトル
情報料無料サンプルあり！ 

白泉社ケータイ公式コミックサイト！！ 現在雑誌連載
中のものなど、大人気コミック目白押し！情報料無料
お試し読みも多数!!

プロののぞき屋
ケン・チョウ・ス
マイルが技術を
活かしてさまざ
まな依頼を解決！ 

週刊『J IDAI』
の独身女性編集
者・松方弘子が、
編集長になる夢
をかなえるため
に日夜奮闘する！ 

どんな願いでも
叶うと言われる
ドラゴンボール
を探すために、
悟空とブルマの
冒険の旅が今は
じまる！ 

時は大海賊時
代。「ひとつな
ぎの大秘宝」を
巡る争いの中、
少年ルフィは、
海賊王になるた
めにグランドラ
インを目指す！ 

演劇にすべて
を賭ける少女の
激しく一途な生
き方が、熱い感
動を呼び続ける！ 
超人気大河ロ
マン！ 

主人公オスカル
が、貴族たちと苦
しむ市民との間
で揺れ動きなが
ら、時代の流れに
翻弄されてゆく。 

夏休み最後の合
コンに賭ける世
莉｡そこには空
手仲間だった初
恋の相手･碧樹
の姿が…!!

提供：エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ 
情報料：300円（税込315円）～／月 

新・のぞき屋 
©Hideo Yamamoto/Shogakukan 2007

©NTTソルマーレ ©Bitway ©集英社 ©白泉社　©CHARA-WEB

レンアイ至上主義 
©Kanan Minami/Shogakukan 2007 働きマン 

©安野モヨコ／講談社 
ベルサイユのばら 
©池田理代子 

DRAGON  BALL 
©鳥山明･バードスタジオ／集英社 

ONE PIECE 
©尾田栄一郎／集英社 

ガラスの仮面 
©美内すずえ／白泉社（花とゆめ） 

藍より青し 
©文月晃／白泉社（ヤングアニマル） 

美味しんぼ 鍋料理編 
©雁屋哲･花咲アキラ／小学館 2007

楽園男子～ビーストハーレム～ 
©堂本奈央／小学館 

100億の男 
©国友やすゆき／小学館 

鋼の錬金術師 
©2007 Hiromu Arakawa/
   SQUARE ENIX

ARMS 
©皆川亮二（著）、七月鏡一（原案）／小学館 

恋空 
©羽田伊吹（画）、美嘉（作）／双葉社 

DEATH NOTE 
©大場つぐみ・小畑健／集英社 

HIYOKO BRAND 
おくさまは女子高生 
©こばやしひよこ／集英社 

有閑倶楽部 
©一条ゆかり／集英社 

花ざかりの君たちへ 
©中条比紗也／白泉社（花とゆめ） 

ああ探偵事務所 
©関崎俊三／白泉社（ヤングアニマル） 

二代目はこすぷれーやー 
©甘詰留太／白泉社（ヤングアニマル） 

●記載の商品、サービスなどの料金は消費税相当額を加算した総額表示となります。毎月のご請求については、税抜価格の合計金額に消費税相当額を加算して計算しております（一部サービスを除く）ので、お客さまが税込価格を基に計算された場合、実際の
ご請求額と異なる場合があります。 

●コンテンツ、無料サンプルのダウンロードには別途通信料がかかります。●コンテンツのダウンロードは、電波状態の良好な場所で静止したまま行ってください。機種によっては、途中で通信が切断された場合、最初からダウンロードが必要となる場合があり
ます。●海外からのコンテンツ利用の際、海外ネットワーク状況によりダウンロードが正常に行えない場合がありますのでご注意ください。●画像はイメージです。●機種によってはご利用いただけない場合があります。 

大学生・花菱薫
のもとに突然現
れた美少女は、
なんと自分の事
を18年間想い
続けてきた許婚、
桜庭葵だった。 



S!アプリ 

S!アプリをダウンロード 
してみよう！  

STEP

1
まずは 

P.07の手順でP.18
の「対戦ぷよぷよ
通」のQRコードか
らアクセス。 

「★ぷよぷよ！セガ」
のトップページか
ら「対戦ぷよぷよ
通」の「ダウンロー
ド」を選択。 

利用規約を読み、
「登録をする」を選
択。有料情報（マ
イメニュー）登録
をし、ダウンロード
画面で「YES」を
選択。 

ダウンロードしたS!アプリでオンライン対戦してみよう！ 

メインメニューの
「S!アプリ」から「対
戦ぷよぷよ通」を
選択。 

STEP

2
次にさっそく 

「フリー対戦」を
選び、対戦相手を
検索。　 
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S!アプリダウンロード 

対戦ぷよぷよ通

ブックサーフィン 

対戦☆ボンバーマン＋ 

S!ｱﾌﾟﾘ 

アクセス Yahoo!ケータイ メニューリスト 

対戦☆ボンバーマン内 

ケータイゲーム 

アクション 

対戦☆ボンバーマン＋ 

アクセス Yahoo!ケータイ メニューリスト 

★ぷよぷよ！セガ内 ゲームパック 

提供：セガ 
情報料：300円（税込315円）／月 

対戦ぷよぷよ通 

ケータイゲーム 

18

定番のパズルゲーム「ぷよぷよ通」が対戦ゲームになっ
て登場！ 連鎖を組んで勝利を目指そう！ アバターもつ
くれるぞ！ 

名作アクションゲーム・ボンバーマンのオンライン通信
対戦ゲーム！ 生き残りをかけて、ボムの爆風で相手を
倒せ！ 対戦中の相手とメッセージのやり取りもできるぞ！ 

最大4人で楽しめる！ 全国ランキングで自
分の腕前が一目でわかる！

敵から送り込まれ
たお邪魔ぷよを相
殺して消そう！ 

対戦相手が決まった！ 心の準備をしてがん
ばろう！ 全国のプレイヤーと腕試し！ 

相手より早く連鎖を作って、
お邪魔ぷよを送り込め！ 

©SEGA

提供：ハドソン 
情報料：300円（税込315円)／月 

【例】対戦ぷよぷよ通（P. 1 8）をダウンロード！ 

●記載の商品、サービスなどの料金は消費税相当額を加算した総額表示となります。毎月のご請求については、税抜価格の合計金額に消費税相当額を加算して計算しております（一部サービスを除く）ので、お客さまが税込価格を基に計算された場合、実際の
ご請求額と異なる場合があります。 

●コンテンツのダウンロードには別途通信料がかかります。●コンテンツのダウンロードは、電波状態の良好な場所で静止したまま行ってください。機種によっては、途中で通信が切断された場合、最初からダウンロードが必要となる場合があります。●海外か
らのコンテンツ利用の際、海外ネットワーク状況によりダウンロードが正常に行えない場合がありますのでご注意ください。●画像はイメージです。●機種によってはご利用いただけない場合があります。 

有料情報（ﾏｲﾒﾆｭｰ）の登録を行 
います。 

（English） 

有料情報（ﾏｲﾒﾆｭｰ）登録 

OK
CANCEL

これで 
本体にS!アプリが
保存されました。 

対戦して楽しめます!

全国のぷよぷよ通との 
対戦を楽しもう！ 

©SEGA

他のプレイヤーにメッ
セージを送ってゲー
ムを盛り上げよう！ 

戦いを制し、最後まで
生き残ったプレイヤー
が勝利者だ！ 

いよいよ始動！サクサクと軽快な動き
で対戦型オンラインゲームが快適に楽
しめる！ 

「AQUOSケータイ」の横画面に完全対 
 応！かつてのアーケードゲームやオリジナ 
 ルゲームが大迫力で遊べる！ 

待ち時間や寝る前にも気軽に遊べるケータイゲーム。パズル系から本格3Dゲームまで選べる、楽しめる。 

S!アプリに2つの 
楽しみ方広がる！ NEWS!

©HUDSON SOFT



さまざまな惑星で対戦できて、
オートチャットも楽しめる！ 

最大4人で通信対戦。相手の
惑星や勝敗も一目でわかる！

メテオスオンラインモバイル 

アクセス Yahoo!ケータイ メニューリスト 

映画・特撮 

提供：ウォルト・ディズニー・ジャパン 
情報料：300円（税込315円）／1アプリ 

パイレーツ・オブ・ 
カリビアンー英雄伝ー 

壁紙・待受 アクセス Yahoo!ケータイ メニューリスト ケータイゲーム 

シューティング 
アクセス Yahoo!ケータイ メニューリスト 

ダライアス内 ネクソンゲームズ内 ゲームパック 

提供：ネクソンジャパン 
情報料：500円（税込525円）／1アプリ 

ギフト 
～SS501との距離～

ケータイゲーム 
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Nintendo DSで大人気の“メテオス”がリアル通信
対戦モードで登場！ 自分の宇宙人を育てて、全国のユー
ザーと戦え！ 

パイレーツ・オブ・カリビアンのオリジナルゲームモバイル版！ おなじみのキャ
ラクターたちが繰り広げる冒険を完全再現。キミもぜひ挑戦しよう！ 

韓国アイドルグループ「SS501」のメンバーとデートが
楽しめるシミュレーションゲーム！ 「SS501」と恋愛し
ながら、韓国語を勉強しよう！

バルボッサとの激闘を描いた
名場面。 

楽しい会話で、韓国語をどん
どん覚えよう！ 

デート中にミニゲーム
も楽しめる♪ 

© Disney Enterprises,Inc.All Rights Reserved. ©TAITO CORP.1986,2007

©2007 DSPent Co., Ltd. and DSPent JAPAN Inc.
©2007 NEXON Corporation and NEXON Japan Co., Ltd. 
   All Rights Reserved.©Q ENTERTAINMENT ©2005 BANDAI/NBGI

アクセス Yahoo!ケータイ メニューリスト 

パイレーツ・オブ・カリビアン内 対戦パズル★メテオス内 

ケータイゲーム 

アクションパズル 

●記載の商品、サービスなどの料金は消費税相当額を加算した総額表示となります。毎月のご請求については、税抜価格の合計金額に消費税相当額を加算して計算しております（一部サービスを除く）ので、お客さまが税込価格を基に計算された場合、実際の
ご請求額と異なる場合があります。●ワイド画面対応ゲームは、「AQUOSケータイ」横画面状態（ワイド版）に対応しています。機種によっては通常版もありますので、合わせてお楽しみください。 

●コンテンツのダウンロードには別途通信料がかかります。●コンテンツのダウンロードは、電波状態の良好な場所で静止したまま行ってください。機種によっては、途中で通信が切断された場合、最初からダウンロードが必要となる場合があります。●海外か
らのコンテンツ利用の際、海外ネットワーク状況によりダウンロードが正常に行えない場合がありますのでご注意ください。●画像はイメージです。●機種によってはご利用いただけない場合があります。 

デートを重ねて、親密度アップ！ 

提供：キューエンタテインメント 
情報料：300円（税込315円)／月 

惑星ごとのテイストの違いを
攻略しよう！ 

提供：タイトー 
情報料：ワイド版 700円（税込735円）／1アプリ、 
　　　 通常版 600円（税込630円）／1アプリ 

ダライアス完全版ワイド 

伝説の横長3画面シューティングゲーム「ダライアス」が、ついにワイド横画面
アプリで完全復刻！ アーケードゲームの全28面を再現！

美麗サウンド、緻密なグラフィックもあますこと
なく再現！ 

難易度セレクトやオート
連射などの機能も完備！ 

水車の上でノリントンと
3つ巴の戦い！ 

ジャック、ウィル、エリザベス
を使い分けろ！ 

迫力のボス戦！水棲
生物をモチーフとし
たボスのデザインも
必見！ 

 

10回目のデート
後には特別なギ
フトが!?



アクセス 
Yahoo!ケータイ メニューリスト 着うたフル 
J-POP・インディーズ 

月額基本料無料の「着うたフル®」サイト。レコード会社
直営だから、豊富な楽曲数、CD発売前の先行配信も！ 

レコード会社直営♪フル 
提供：レーベルモバイル 
情報料：50円（税込52円）～ 
　　　400円（税込420円）／1ファイル 

最新J-POPからインディーズまで、6万曲以上から 
選べる「着うたフル®」サイト！ 

提供：エムティーアイ 
情報料：300円（税込315円）～ 
　　　1,000円（税込1,050円）／月 

music.jpフル 

アクセス Yahoo!ケータイ メニューリスト 着うたフル 
J-POP・インディーズ 

ケツメイシ／ 
聖なる夜に／冬物語 
©TV ASAHI MUSIC Co., LTD.

DREAMS COME TRUE／ 
ア･イ･シ･テ･ルのサイン 
～わたしたちの未来予想図～ 
©2007 NAYUTAWAVE RECORDS
a division of UNIVERSAL MUSIC K.K.

Salyu／ 
iris～しあわせの箱～ 
©OORONG-SHA Co.,LTD

INFINITY 16 welcomez SHOCK
EYE from 湘南乃風,MUNEHIRO／ 
いつまでもメリークリスマス 
©2007 Far Eastern Tribe Records
a division of UNIVERSAL MUSIC K.K.

アクセス 
Yahoo!ケータイ メニューリスト 着うたフル 
J-POP・インディーズ 

最新「着うたフル®」が豊富!アーティストグッズプレゼント
などの購入特典付き楽曲もご用意！ 

話題のJ-POPアーティストから、懐かしのあの曲まで､
豊富なバリエーションの楽曲がズラリ!!

アクセス 
Yahoo!ケータイ メニューリスト 着うたフル 
J-POP・インディーズ 

dwango.jpフル 
提供：ドワンゴ 
情報料：300円（税込315円）～／月 

アーティスト公式フル 
提供：MLJ 
情報料：300円（税込315円）・500円（税込525円）／月、 
　　　100円（税込105円）～／1ファイル 
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RIP SLYME／ 
SPEED KING 
©WARNER MUSIC JAPAN

tomboy／ 
Superstar 
©avex entertainment inc

小田和正／こころ 
※アルバム『自己ベスト-2』収録 
©BMG JAPAN

GReeeeN／ 
人 
©UNIVERSAL MUSIC

GLAY／ 
ASHES -1969- 
©m-up/©MLJ

MINMI／ 
愛するということ 
©Victor Entertainment, Inc.

アクエリオン／ 
創聖のアクエリオン 
エレメント合体Ver. 
©Victor Entertainment, Inc.

風味堂／ 
メリークリスマス...。 
©Victor Entertainment, Inc.

コブクロ／ 
蒼く 優しく 
©Warner Music Japan lnc.

©Label Mobile Inc.

©MTI Ltd.

©m-up/©MLJ

着うたフル®

最新曲や人気曲、有名アーティストの楽曲をフルコーラスで。SoftBankなら、欲しい曲がきっと見つかる！ 

着うたフル®をダウンロードしてみよう！ 
STEP

1
まずは 

P.07の手順でP.23
の「BEING GIZA 
FULL」のQRコー
ドからアクセス。 

「BEING  GIZA 
F U L L」のトップ
ページから「検索」
で「倉木麻衣」を
入力。 

「Silent love～ 
open my heart～」
を選択。「利用規約」
を読み、「ダウンロー
ド」を選択。 

情報料確認画面で
「OK」を選択。 

ダウンロードした着うたフル®を聴いてみよう！ 

メインメニューの
「メディアプレイ
ヤー」から「ミュー
ジック」を選択。 

STEP

2
次にさっそく 

 プレイリストを選択 
 し、「Silent love～ 
open my heart～」
を選択。

音楽を楽しめます。 

21

有料情報を購入します。 

315円/ｺﾝﾃﾝﾂｷｰ（税込） 

（English） 

情報料確認 

OK
CANCEL

ﾐｭｰｼﾞｯｸ 
ﾑｰﾋﾞｰ 
ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ 
設定 

ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾚｲﾔｰ 全ﾐｭｰｼﾞｯｸ ﾐｭｰｼ ｯ゙ｸﾌ゚ ﾚｲﾔｰ 

●記載の商品、サービスなどの料金は消費税相当額を加算した総額表示となります。毎月のご請求については、税抜価格の合計金額に消費税相当額を加算して計算しております（一部サービスを除く）ので、お客さまが税込価格を基に計算された場合、実際の
ご請求額と異なる場合があります。 

●コンテンツのダウンロードには別途通信料がかかります。●コンテンツのダウンロードは、電波状態の良好な場所で静止したまま行ってください。機種によっては、途中で通信が切断された場合、最初からダウンロードが必要となる場合があります。●海外か
らのコンテンツ利用の際、海外ネットワーク状況によりダウンロードが正常に行えない場合がありますのでご注意ください。●画像はイメージです。●機種によってはご利用いただけない場合があります。 

【例】「BEING GIZA FULL（P.23）」から着うたフル®をダウンロード！ 

これで本体に 
「着うたフル®」が 
保存されました。 

この「着うたフル®」を 
着信音に設定もできる！ 

新垣結衣／ 
heavenly days 
©Warner Music Japan lnc.

©dwango

ダウンロード 

倉木麻衣／Silent love 
～open my heart～

Silent love～open my heart～ 
倉木麻衣 

Silent love～open my heart～ 
倉木麻衣 

ケツメイシ／ 
聖なる夜に／冬物語 
©TOY'S FACTORY

平原綾香／ 
今、風の中で 
©DREAMUSIC・inc



アクセス 
Yahoo!ケータイ メニューリスト 着うたフル 
J-POP・インディーズ 

Being GIZA所属のアーティストの楽曲が丸ごと1曲
ケータイで楽しめる！ 

BEING GIZA FULL
提供：ゼット 
情報料：300円（税込315円）／1ファイル 

avex所属アーティストの楽曲を中心とした 
超高音質な「着うたフル®」を配信！ 

提供：ドワンゴ／エイベックス・マーケティング 
情報料：300円（税込315円）～ 
　　　 1,000円（税込1,050円）／月 

avexうたフル♪ミュゥモ

アクセス 
Yahoo!ケータイ メニューリスト 着うたフル 
J-POP・インディーズ 

アクセス 
Yahoo!ケータイ メニューリスト 着うたフル 
J-POP・インディーズ 

Sony Music所属の人気&注目アーティストの最新
「着うたフル®」をいち早くお届け！ 

Sony Music Full
提供：ソニー･ミュージックネットワーク 
情報料：300円（税込315円）～ 
　　　 400円（税込420円）／1ファイル 

最新J-POP・アニメ・今人気のお笑い芸人の着ボイス
まで3万曲を突破する幅広い楽曲を配信！ 

提供：寺島情報企画 
情報料：100円（税込105円）～500円（税込525円）／月

うたJETS!!

最新のオリコンランキングデータや人気アーティスト
の「着うたフル®」を毎週入荷！ 

超人気アーティストの最新曲から通な名曲までをいち早く
お届け。会員登録不要で1曲ごとに購入できる!

オリコンスタイルフル 
提供：オリコン・モバイル 
情報料：300円（税込315円）～／月、 
　　　100円（税込105円）～／1ファイル 

【音楽をモーラ】mora
提供：レーベルゲート 
情報料：100円（税込105円）～ 
　　　 400円（税込420円）／1ファイル 

アクセス 
Yahoo!ケータイ メニューリスト 着うた・着ビデオ・メロディ 
着うた J-POP・インディーズ 

アクセス 
Yahoo!ケータイ メニューリスト 着うたフル 
J-POP・インディーズ 

アクセス 
Yahoo!ケータイ メニューリスト 着うたフル 
J-POP・インディーズ 
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B'z／ 
SUPER LOVE SONG

倉木麻衣／ 
Silent love
～open my heart～ 
/BE WITH U

GARNET CROW／ 
世界はまわると言うけれど 

上木彩矢／ 
明日のために 
～Forever More～ 

COLOR／ 
青い鳥 

鈴木亜美 joins Aly & AJ／ 
Potential Breakup Song

エイジアエンジニア／ 
Orion

tomboy／ 
Superstar

JUJU／ 
奇跡を望むなら… 

ワム！／ 
ラスト・クリスマス 
（シングル・ヴァージョン） 

L'Arc～en～Ciel／ 
Hurry Xmas

マライア・キャリー／ 
恋人たちのクリスマス 

ケツメイシ／ 
聖なる夜に／冬物語 

モーニング娘。／ 
みかん 
©UP-FRONT WORKS

バックストリート・ボーイズ／ 
アンブレイカブル 
©2007 BMG JAPAN Inc.

MISIA／ 
Royal Chocolate Flush 
©2007 BMG JAPAN Inc.

SoulJa／ 
ここにいるよ 

FUNKY MONKEY BABYS／ 
もう君がいない 

ARIA／ 
NEXTDOOR

音速ライン／ 
青春色 

mihimaru GT／ 
I SHOULD BE SO LUCKY
©UNIVERSAL J/UNIVERSAL MUSIC

Rie fu／ 
あなたがここにいる理由 
©Palm Beach Inc.

SOUL'd OUT／ 
COZMIC TRAVEL 
©SME Records Inc.

KOH+／ 
KISSして 
©NAYUTAWAVE RECORDS/ 
UNIVERSAL MUSIC

©寺島情報企画／ 
ユーズミュージック ©ZET CO,.LTD.

©avex marketing Inc.

©avex entertainment inc.

©Oricon Mobile Inc.
©Label Gate Co.,Ltd.

●記載の商品、サービスなどの料金は消費税相当額を加算した総額表示となります。毎月のご請求については、税抜価格の合計金額に消費税相当額を加算して計算しております（一部サービスを除く）ので、お客さまが税込価格を基に計算された場合、実際の
ご請求額と異なる場合があります。 

●コンテンツのダウンロードには別途通信料がかかります。●コンテンツのダウンロードは、電波状態の良好な場所で静止したまま行ってください。機種によっては、途中で通信が切断された場合、最初からダウンロードが必要となる場合があります。●海外か
らのコンテンツ利用の際、海外ネットワーク状況によりダウンロードが正常に行えない場合がありますのでご注意ください。●画像はイメージです。●機種によってはご利用いただけない場合があります。 

Bank Band／ 
はるまついぶき 

RIP SLYME／
SPEED KING

Perfume／ 
ポリリズム 

LGY／
Dear Mama feat.BIG RON

話題の新譜から懐かしい旧譜まで、幅広いジャンルの 
「着うたフル®」を配信！ 試聴できる楽曲も多数提供!!

アクセス 
Yahoo!ケータイ メニューリスト 着うたフル 
J-POP・インディーズ 

着信★うた♪フル 
提供：ハドソン 
情報料：100円（税込105円）～ 
　　　 400円（税込420円）／1ファイル 

©HUDSON,©2007 ap bank Co., Ltd.©FUJIPACIFIC MUSIC INC.©2007 WARNER MUSIC JAPAN INC.©Tokuma Japan C.

©Sony Music Network Inc.

最新人気J-POPから、洋楽、懐かしの名曲、映画楽曲まで、幅広いジャン
ルをお届け。欲しい楽曲がきっと見つかる!!

ベストヒットJ-POPフル 
提供：アクセルマーク 
情報料：500円（税込525円）～／月、 
情報料：150円（税込157円）～／1ファイル 

アクセス 
Yahoo!ケータイ メニューリスト 着うたフル 
J-POP・インディーズ 

w-inds.／ 
Beautiful Life

川嶋あい／ 
ドアクロール 
©TSUBASA RECORDS

DJ OZMA／ 
Spiderman 
©EMI Music Japan Inc.

アリシア・キーズ／ 
As I Am 
©BMG JAPAN

©AXEL MARK INC.



その他のオススメコンテンツ 

 

毎日知りたい天気・ニュース、便利に使える交通・グルメ情報など、欲しい情報が欲しいときに手に入る！ 

東京ガールズコレクションに登場したアイテムや、人気モデル着用のもの
など話題の売れてるアイテムが今すぐGETできちゃう！

コンテンツ内で購入した
ショッピング代金を、月々
のソフトバンクケータイの
ご利用料金と一緒に支払
えるサービスです。 

■ 使えるサイトは、ショッピン
グガイドから！ 

アクセス 
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フラワーショップ・ワールドフラワーサービスの公式サイト。 
花束からプリザーブドフラワーまでさまざまな商品をご案内。 

ワールドフラワーサービス 
提供：ワールドフラワーサービス 
情報料：無料 

girls shopping
提供：ゼイヴェル 
情報料：無料 

アクセス 

©1999-2007 World Flower Service

©Xavel Inc.

200万人の利用者を誇る究極の姓名判断。姓名判断はもちろん、
命名・改名や会社・ペット名診断まで幅広く活用できる！ 

究極の姓名判断～桃源紀行～ 
提供：ザッパラス 
情報料：300円（税込315円）／月 

アクセス 
Yahoo!ケータイ メニューリスト 占い・心理 
風水・オリエンタル 究極の姓名判断 

Yahoo!ケータイ メニューリスト ショッピング・チケット 
ファッション・アクセサリー ガールズショッピング 

アクセス 
Yahoo!ケータイ メニューリスト TV・ラジオ・雑誌 
TV番組ガイド  TVぴあ 

アクセス 
Yahoo!ケータイ メニューリスト 交通・グルメ・旅行 
鉄道 駅探★乗換案内 

Yahoo!ケータイ メニューリスト ショッピング・チケット 
花・ギフト・食品 

©ZAPPALLAS,INC. ©comdoors,Inc.

社会・政治･国際・経済などの最新情報が無料で読める。 
スクープ連発の芸能ニュース、スポーツの試合速報も大充実！ 

毎日新聞・スポニチ 
提供：毎日新聞社
情報料：100円（税込105円）／月 

アクセス 

アクセス 

Yahoo!ケータイ メニューリスト 天気・ニュース・経済 新聞 ©毎日新聞社 
©スポーツニッポン新聞社 

ショッピング･チケット 

占い・心理 

天気・ニュース・経済 

無料でここまで
読めるのが 
「毎日新聞・ 
スポニチ」！ 

驚異の的中！ 
本物の占いを 
体験しよう。 今の状況に合わせてあなたにぴったりの乗り換え方法を教えてくれる！ 

おでかけは駅探におまかせ。 

駅探★乗換案内 
提供：駅前探険倶楽部
情報料：100円（税込105円）／月 

©駅前探険倶楽部 

交通・グルメ・旅行 

困った時に 
頼りになる 
ワンコイン 
サービス！ 

便利機能満載のTVぴあなら、番組雑誌や新聞がなくても大丈夫！ 
番組表も検索できて、番組開始前にメールでお知らせ。 

TVぴあ 
提供：ナノ・メディア 
情報料：TVぴあ：200円（税込210円）、TVぴあ プレミアム：300円（税込315円）／月 

©NANO Media Inc.

TV・ラジオ・雑誌 

TVぴあさえ 
あれば、 
もう番組を 
見逃さない！ 

●記載の商品、サービスなどの料金は消費税相当額を加算した総額表示となります。毎月のご請求については、税抜価格の合計金額に消費税相当額を加算して計算しております（一部サービスを除く）ので、お客さまが税込価格を基に計算された場合、実際の
ご請求額と異なる場合があります。 

●コンテンツのダウンロードには別途通信料がかかります。●コンテンツのダウンロードは、電波状態の良好な場所で静止したまま行ってください。機種によっては、途中で通信が切断された場合、最初からダウンロードが必要となる場合があります。●海外か
らのコンテンツ利用の際、海外ネットワーク状況によりダウンロードが正常に行えない場合がありますのでご注意ください。●画像はイメージです。●機種によってはご利用いただけない場合があります。 

メニューリスト 

ショッピング・チケット 

オススメショップ 

ショッピングガイド 

NEW
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