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iPhone の提供開始についてのお知らせ 

 

 

当社は、2013 年 9 月 20 日（金）より、iPhone の提供を開始することといたしましたので、別紙の通りお知

らせいたします。 
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NTT ドコモとＡｐｐｌｅ、日本で iPhone を９月２０日（金）より提供開始 

 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモと Apple®は本日、世界で最も先進的なスマートフォ

ンとなる iPhone® 5s、これまでで最もカラフルな iPhone である iPhone 5c の両モデル

を、9 月 20 日（金）よりドコモのネットワークで利用可能にすることを発表しました。   

iPhone 5s は、スマートフォンで世界初となる 64 ビットのデスクトップクラスのアーキ

テクチャーをiPhone 5sにもたらし、極めて高速なパフォーマンスを実現する最新のA7

チップ、まったく新しい 8 メガピクセルの iSight®カメラを特長とし、加えて、簡単でしか

も安全に iPhone のロックを解除する革新的な Touch ID™指紋認証センサを新たに搭

載しています。iPhone 5c は斬新なデザインを採用し、ユーザーの皆様によく知られ、

愛されてきた驚異的な機能の数々をブルー、グリーン、ピンク、イエロー、ホワイトの

華やかな 5 つのカラーのボディに詰め込んでいます。 

 

「斬新な iPhone 5s と iPhone 5c をお客様に提供できることを大変うれしく思います。

お客様はドコモの高品質なネットワーク上で iPhone の素晴らしい世界をお楽しみいた

だけることと確信しております」と、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの代表取締役社長、

加藤 薰は述べています。 

 

 「ドコモは 6000 万人を超えるお客様を誇る国内最大の強固なネットワークを構築し

ています。私たちは日本において iPhone で素晴らしい成功を収めており、実際は日

本で一番売れているスマートフォンです。ドコモと共に新しい iPhone をより多くのお客

様のお手元に提供できることを心待ちにしています」と、Apple の CEO（最高経営責任

者）、ティム・クックは述べています。 

 

iPhone 5s、iPhone 5c、iOS 7 の提供により、Apple は、Apple にしか作り出せない驚

くべき最新のハードウェアとソフトウェアが融合された体験と共に、次世代のモバイル

コンピューティングを先導していきます。iPhone 5s は、その超薄型で軽量なデザイン

に詰め込まれた驚異的な新機能――Apple が設計した A7 64 ビットチップ、True Tone

フラッシュを備えたまったく新しい 8 メガピクセルの iSight カメラ、指でワンタッチするだ

けで電話のロックを簡単かつ安全に解除できる革新的な手段となる新登場の Touch 

ID 指紋認証センサで、世界最高のスマートフォン体験を再定義します。iPhone 5c は

まったく新しいボディデザインを特長として、そこにユーザーの皆様に知られ愛されて

きた数々の機能――美しい 4 インチ Retina®ディスプレイ、超高速な性能の A6 チップ、

8 メガピクセルの iSight カメラなど、あらゆるものを優れたバッテリー駆動時間と共に

詰め込んでいます（*1）。iPhone 5s と iPhone 5c は共に、世界の他のどのスマートフォ

ンより多い LTE ワイヤレスバンド（*2）に対応し、まったく新しい FaceTime® HD カメラ

別紙 



も内蔵しています。 

 

 iPhone 5s と iPhone 5c はどちらも、iPhone の登場以来、最大の変化をもたらす iOS

のアップデートとなる iOS 7 を標準装備しています。iOS 7 は魅力的な新しいユーザー

インターフェイスを特長とし、さらなる躍動感を与えてくれる洗練されたカラーパレット、

明確に区別できる機能レイヤー、繊細な動作など、徹底的に再設計されています。 

iOS 7 は、コントロールセンター、通知センター、より向上されたマルチタスキング、

AirDrop、より強化された写真機能、Safari、Siri などが含まれています。iOS 7 にはま

た、ユーザが iTunes®で聴く音楽をもとにした無料のインターネットラジオサービスで

ある iTunes Radio が新たに搭載されています。（*3） 

 

お客様は、iPhone 5c を 9 月 13 日より NTT ドコモ取扱店（*4）で予約注文いただけ

るほか、ドコモプレミアクラブ会員でプレミアステージのお客様（*5）に限り、先着

30,000 名様まで NTT ドコモのウェブサイトを通じて予約注文いただけます（*6）。 

 

 iPhone に関する詳しい情報については、www.apple.com/jp/iphone/ をご覧ください。 

 

（*1）バッテリー駆動時間は、デバイスの設定、使用方法、その他の要因に依存し、実際の結果は異な 

ります。 

（*2）LTE は一部の通信事業者が提供しています。通信速度は事業者のネットワークにより異なりま 

す。詳細はご利用の通信事業者にお問い合わせください。 

（*3）iTunes Radio は米国内で iOS 7 の提供開始と同時に提供されます。 

（*4）取扱店舗については、別途 NTT ドコモよりお知らせいたします。 

（*5）ドコモプレミアクラブのプレミアステージ：NTT ドコモの会員サービス「ドコモプレミアクラブ」にご加 

入で、NTT ドコモの継続ご利用期間 10 年以上のお客様、または 2012 年 1 月～2012 年 12 月まで 

に 2,500 ステージポイント以上を累計で獲得されたお客様が対象です。 

（*6）予約注文はウェブサイトを通じて承りますが、iPhone の購入および受け取りは予約時に指定する 

NTT ドコモショップ店頭になります。 

 

© 2013 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, Mac, Mac OS, Macintosh, iPhone, 

iSight, Touch ID, Retina, FaceTime, AirDrop, Safari, Siri and iTunes Radio are trademarks of Apple. 

Other company and product names may be trademarks of their respective owners. 

iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

 

 

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先 

ＮＴＴドコモ広報部：田中・小里 

ＴＥＬ：０３－５１５６－１３６６ 

ＦＡＸ：０３－５５０１－３４０８ 

Ａｐｐｌｅ Japan, Inc. 

竹林 

ＴＥＬ：０３－４３４５－２４３０ 

ＦＡＸ：０３－４３４５－４００９ 
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