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ディズニー・モバイル コンテンツ／サービスご参考資料
〔Disney Web〕
端末の「D ボタン」から直接アクセスできるディズニー・モバイルの公式ポータルサイト。Yahoo! JAPAN とコラボ
レーションし、Yahoo! 検索をはじめとして、大人の女性が日常的に利用するショッピングやグルメ情報、ファッシ
ョン、コスメなど何千もの公式サイトにアクセスできます。

■トップページ
画面が天気や時間によって変化。クリスマスやハロウィンなどのシーズンイベントや
利用者の誕生日には、特別なデザインで多数のディズニーキャラクターが楽しく演出。
＊ポータルから Disney Web Passport 登録を行う必要があります。

■「D★Y!」&メニューリスト
Yahoo! JAPAN とのコラボレーションにより、Yahoo! 検索でコンテンツ検索が可能
なほか、ミュージック、ゲーム、コミックのカテゴリでも「D★Y!」コラボレーションを展
開。メニューリストからは何千もの一般の公式コンテンツを楽しめます。
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■マイページ
利用者の登録した地域の天気や生年月日に合わせてその日の運勢を常時表示。また、マイページのデザインは
自分でセレクトできます。 ＊ポータルから Disney Web Passport 登録を行う必要があります。

■Disney Web オリジナルイベント
バレンタインやハロウィン、クリスマスなどの季節に合わせて期間限定のゲームが登場します。友達のケータイに
送ってみんなで一緒に楽しむこともできます。 ＊別途通信料がかかります。

■お楽しみコンテンツ
デコレメール（アレンジメール）のテンプレートやフォトフレームのダウンロードなど、ここでしか楽しめないコンテン
ツが多彩に揃っています。
＊別途通信料がかかります。＊画像はイメージです。
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〔コンテンツ〕
Communication
メールアドレスのドメインは “ユーザーネーム”@disney.ne.jp です。ディズニー・モバイルのメールでは、ディ
ズニー・キャラクターのデコレメール（アレンジメール）やマイ絵文字などをお楽しみいただけます。
■デコレメール（アレンジメール）
動くミッキーや、カラフルなディズニーのオリジナル
テンプレートやマイ絵文字でメールを楽しく
アレンジできます。

■アニメビュー
メールを送信した相手の気持ち（メール内の絵文字）
に合わせてディズニーのメール背景が現れます。
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■マイ絵文字
ディズニー・モバイル以外の携帯電話にも送信
できます。
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■フォトフレーム＆スタンプ
自分で撮った写真を、オリジナルフレームやパーツで
アレンジやカスタマイズができます。
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■ディズニー絵文字
ディズニー･モバイル限定絵文字がお楽しみいただけ
ます。
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Entertainment
ムービー、着信メロディ、着うた®、ゲームなど多彩なエンターテイメントを内蔵。ケータイを開いたり、着信メール
を受信するたびにディズニーテイストの演出が楽しめます。
■内蔵ムービー
ディズニーのここでしか見られないオリジナル
ムービーを内蔵。

■内蔵アプリゲーム
NINTENDO DS®の人気ソフト「メテオス」のディズニー
バージョン「Disney メテオス」がケータイに初登場。
脳を鍛えるミニゲーム集「Disney’s Brain Pop」も内蔵。

©Disney

■内蔵着信メロディ&着うた®
有名なディズニーアニメの着信メロディやディズニー映画の名曲着うた®を多彩にプリセット。
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Customization
ケータイの操作画面は、すべてディズニー・モバイルのオリジナル・デザイン。メニュー画面から着信画面まで、
すべてが楽しいディズニーテイストになっています。
■きせかえアレンジ（カスタムスクリーン）
メニュー画面から着信画面まで 4 つのテーマから
カスタマイズできます。

■サブディスプレイ
ミッキーが着信やメールをサブディスプレイでお知らせ。
＜着信時＞

＜メール受信時＞
Secret Garden

Minnie Art

Vintage

Reflection
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〔ディズニー公式サイト〕
ディズニー・モバイルでは、ディズニーの公式サイトを自由にお楽しみいただけます。キャラクターとのおしゃべりやゲー
ム、デコレメール（アレンジメール）のテンプレートやメール素材のダウンロードなど、ディズニーの世界が楽しめます。
■ディズニー公式サイト覧

＊通信料は別途かかります

■style:id
ハイクオリティなグラフィックの
ディズニーアートが楽しめる！
大人向けのコンテンツ満載。

■ディズニー・メールファクトリー
ディズニーのメール素材や
テンプレートが取り放題。
素材は毎日更新されます！

■ディズニー・モバイルシアター
ケータイのためだけにつくられた
ドラマムービー。様々なディズニー
の物語が楽しめます。
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〔ディズニー・マジックポイント・クラブ（特典）〕
ケータイだけでなく、ディズニーがお届けするインターネットサービスを利用すると「ディズニー・マジックポイン
ト」が貯まり、ディズニーのキャラクターグッズや DVD などバラエティー豊かなディズニー関連商品やディズニー
体験への交換、応募ができます。
【Step1】ポイントを貯める
毎月貯まる
：ディズニー・モバイルの毎月の利用金額「100 円（税抜）」ごとに「1 ポイント」貯まる。
キャンペーンで貯まる
：各種キャンペーン時の応募や申し込みで貯まる。
継続の利用で貯まる
：新規契約から特定の期間の経過ごとに貯まる。
【Step2】ポイントを確認する
貯まったポイントはディズニー・モバイルのマイページや、「ディズニー・マジックポイント・クラブ」のホームページ
で確認できます。
【Step3】ポイントを使う
貯まったポイントを使って、ディズニーの楽しいプレゼント商品へ応募や交換ができます。また、ディズニー・モ
バイルの各種付属品やオプション品と交換することもできます。

〔料金プラン・サービスの概要〕
 ホワイトプラン（D）〔料金プラン〕

＊加入日から適用
ディズニー・モバイル携帯電話、
ソフトバンク携帯電話へ 1 時から 21 時まで

加入年数にもかかわらず誰でもいきなり

基本使用料 980 円（税込） / 月

ディズニー・モバイル携帯電話、
ソフトバンク携帯電話へ

国内通話し放題

メールし放題

通話料

データ通信料

ディズニー･モバイル携帯電話
･ソフトバンク携帯電話宛

基本料金

TV コール通信料
64K ﾃﾞｼﾞﾀﾙ通話料

1 時～21 時

21 時～1 時

終日

（ｱｸｾｽｲﾝﾀｰﾈｯﾄ含む）

無料

20 円（税込 21 円）
/30 秒

20 円（税込 21 円）/30 秒

36 円（税込 37.8 円）
/30 秒

980 円(税込)/月
■メール・ウェブ料金

ディズニー･モバイル携帯電
話･ソフトバンク携帯電話以外

パケット通信サービス
（ｱｸｾｽｲﾝﾀｰﾈｯﾄ含む）

0.2 円（税込 0.21
円）/パケット(128 ﾊﾞｲﾄ)

＊Disney ベーシックパック（※） 月額 300 円（税込 315 円）

メール
SMS
〔送信料〕

無料

ウェブ

E メール（MMS）
〔送信・読出料〕

ディズニー･モバイル携
帯電話･ソフトバンク携
帯電話宛

無料

左記以外
3.15～210 円/通

0.2 円（税込 0.21 円）
/パケット

※ サービスのご利用には、Disney ベーシックパック［月額 315 円（税込）］への加入が必要です。ディズニー・モバイル携帯電話、ソフトバンク携帯電話以外へ
の E メール送受信、ウェブ、PC サイトプラウザ。

 Ｗホワイト（D）

〔通話料割引サービス〕

ホワイトプラン（D）にプラス
基本使用料 980 円（税込） / 月で
通話料がオトクに

 ホワイト家族 24（D）

＊お申し込み必要、加入日から適用
ディズニー・モバイル携帯電話、
ソフトバンク携帯電話（21 時～1 時）
半額の 10 円（税込 10.5 円） / 30 秒

〔家族向け割引サービス〕

ホワイトプラン（D）加入の
携帯電話から家族への
国内通話が 24 時間無料

 新スーパーボーナス（D）

ディズニー・モバイル携帯電話、ソフトバ
ンク携帯以外への国内通話が終日
半額の 10 円（税込 10.5 円） / 30 秒

＊お申し込み必要、加入翌日から適用

最大 10 回線までお申し込み可能
ディズニー･モバイルとソフトバンク合わせて 10
回線となります

〔特典サービス〕

新スーパーボーナス（D）は、新スーパーボーナス（D）用販売価格にて携帯電話機をご購入いただいた場合に、新スーパーボーナス（D）特別割
引などをご提供させていただく契約です。お支払い方法は、一括払いまたは分割払い（12・24 回払い）のいずれかをご選択いただけます。

 パケットし放題（D）

〔パケット通信料割引サービス〕

定額料 980 円 （税込 1,029 円）／月
からの
パケット定額サービス

＊お申し込み不要、加入日から適用

どれだけ使っても上限は定額料 4,200 円
（税込 4410 円）／月で
メール・ウェブし放題

さらに、PC サイトも使い放題
PC サイトブラウザ
980 円（税込 1,029 円）～5,700 円
（税込 5,985 円）／月で、使い放題！

※クレジット表記のお願い ： 画像をご掲載の際は、©Disneyをご記入くださいますようお願いいたします。






本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
SOFTBANK およびソフトバンクモバイル株式会社の名称、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。
NINTENDO DS®は任天堂株式会社の登録商標または商標です。
着うた®及び着うたフル®は、株式会社ソニー・ミュージック・エンターテイメントの登録商標です。
「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。

