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ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンクから、
4G やプラチナバンドに対応した大人の女性のためのスマートフォン
「DM013SH」と「DM014SH」の 2 機種が新登場
～大画面、高解像度カメラ搭載の 4G 対応モデルと、コンパクトなプラチナバンド対応ベーシックモデル～
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：ポール・キャンドランド、以下、
ディズニー）は、「ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンク」の新機種「DM013SH」と「DM014SH」（両機種ともに
シャープ株式会社製）をこの冬・春商戦期に発売します。それぞれの発売開始時期は、DM013SH が 2012 年 12
月中旬、DM014SH が 2013 年春を予定しています。
今回発売する DM013SH と DM014SH は、両機種ともプラチナバンド対応で、DM014SH は次世代ネットワー
ク「SoftBank 4G」と「ULTRA SPEED」にも対応しており、つながりやすく快適な通信環境で、ウェブブラウジング
やディズニーの動画コンテンツなどをお楽しみいただけます。
DM013SH はミニーをコンセプトに開発し、端末背面やライブ壁紙、キーシートなど各所にミニーをデザインし
た大人かわいいスマートフォン。女性の小さめの手でも片手操作がしやすいコンパクトサイズで、手になじむラウ
ンドフォルムを採用。3.7 インチフルワイド VGA 液晶、Android™ 4.0 を搭載し、Minnie White、Minnie Pink、
Minnie Rose の 3 色で展開します。
DM014SH は、ミッキー&ミニーがコンセプトで、ミッキーとミニーやハートをモチーフにしたデザインが端末背
面やライブ壁紙など各所にあしらわれています。スタイリッシュな端末デザインに、4.5 インチの HD 大型高精細
ディスプレイ、1310 万画素 CMOS の高機能カメラを内蔵。プラットフォームは Android 4.0 を採用し、Love Pink
と Love White の 2 色で展開します。
また、ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンクでは、2013 年春に、BS 放送の新チャンネル「Dlife」で放送され
る海外ドラマ等をご覧いただける無料のビデオオンデマンドサービスを開始する予定です。※
※「Dlife」の無料オンデマンドサービスは DM013SH 以降の機種が対象となります。

ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンク「DM013SH」（左）と「DM014SH」（右）
※画像はイメージです。
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DM013SH の詳細
ミニーをテーマにした、コンパクトで大人かわいい機能充実のスマートフォン
防水・防塵、プラチナバンド対応の『DM013SH』を
2012 年 12 月中旬に発売開始
～ライブ壁紙からキーシート、ロック画面までミニーの魅力があふれるスマートフォン～

「DM013SH」 Minnie White（左）、Minnie Pink（中）、Minnie Rose（右）

©Disney

DM013SH の主な特徴


小さめの女性の手でも、片手での操作がしやすいコンパクトサイズのスマートフォン（幅 58mm×高さ
115mm、重さ約 116g）。



持ちやすく、手になじむ丸みを帯びたラウンドフォルム。



ミニーとチャームをモチーフにしたライブ壁紙や、端末背面にあしらったミニーのイラストを始め、キー
シート、ホーム UI、ロック画面等、各所をミニーテーマで演出。



プラチナバンド、防水・防塵に対応。



3.7 インチフルワイド VGA 液晶、Android 4.0、サブカメラを搭載。



Disney マーケットに簡単アクセスできる、ミッキー型のワンポイントがついたクイック起動キー。



ワンセグ、おサイフケータイ、赤外線通信、デコレメールなど女性ユーザーからの支持が高い機能を
網羅。

※画像はイメージです。
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コンテンツの詳細
●ミニーをテーマにした 2 種類のライブ壁紙
ディズニー･モバイル・オン・ソフトバンク限定の、ミニーやきらめくチャームをモチーフにしたライブ壁紙をプリイ
ンストール。ライブ壁紙の背景色や、自分のイニシャルのチャームを使ってカスタマイズすることができます。画
面をタップするとチャームがキラキラと光ります。
もうひとつのディズニー･モバイル・オン・ソフトバンク限定ライブ壁紙は、シンプルなミニードットのデザイン。ド
ットの窓から、いろいろな表情をしたミニーが現れるサプライズいっぱいのライブ壁紙です。

●スマートフォンをより楽しく、使いやすくする限定アプリやコンテンツ
ロック解除アプリ
ミニーをテーマに使用したロック解除アプリで、電源を入れた瞬間から
ミニーのキラキラした世界観をお楽しみいただけます。
キーシート
ご好評をいただいているキーシートのカスタマイズに、ミニーを
テーマにしたものをご用意しました。
Disney スマホチェッカー
CPU の使用量表示、バッテリー残量表示、本体メモリ残量表示など、
バッテリーの使いすぎを防ぐためスマートフォンの使用状況をチェック
できるウィジェットです。
ミッキークロック
人気のミッキー形のアナログクロックをプリインストールしています。
ミッキーの声で設定できる着ボイスと留守番メッセージ
電話の着信時やメール受信時の着信音をミッキーの声で設定できます。
また、留守番電話や運転中のメッセージをミッキーの声で伝えることもできます。
・ドライブ（ミッキーマウスバージョン）
ガイダンス「今、運転中だよ！ハハ！ピーッという音が鳴ったら、
お名前とご用件をお話してね！」
©Disney
※画像はイメージです。
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DM014SH の詳細

ミッキー＆ミニーがコンセプトのスタイリッシュな高機能スマートフォン
4G 対応で 4.5 インチの大画面、1310 万画素の高機能カメラを搭載した
『DM014SH』を 2013 年春発売予定
～デザイン、機能ともに高級感あふれる 2 色のスマートフォン～

「DM014SH」 Love Pink（左）、Love White（右）

©Disney

DM014SH の主な特徴


高画質な 1310 万画素 CMOS カメラや、4.5 インチ HD の大画面液晶を搭載した高機能スマートフォ
ン。



「SoftBank 4G」、「ULTRA SPEED」、プラチナバンドに対応し、つながりやすく快適な通信環境で、ウ
ェブブラウジングやディズニーの動画コンテンツなどをお楽しみいただけます。



Qualcomm® 製のデュアルコア CPU MSM8960（Krait）を搭載。下り最大 76Mbps※の超高速通信
にも対応し、快適な操作感と省電力を両立できます。



Android 4.0、サブカメラを採用。



ミッキー＆ミニーをコンセプトに開発し、ライブ壁紙や、端末背面にあしらったイラスト、キーシート、ホ
ーム UI、ロック画面等、各所をミッキー＆ミニーでカスタマイズ。



防水・防塵対応、ワンセグ、おサイフケータイ、赤外線通信、デコレメールなど女性ユーザーからの支
持が高い機能を網羅。

※ ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。
また、ご利用地域によって通信速度が異なります。

※画像はイメージです。
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DM013SH の主な対応サービス・機能










プラチナバンド
防水・防塵 ※1
ワンセグ
赤外線通信（IrDA）

おサイフケータイ®
緊急速報メール
WiFi
外部メモリ対応





デコレメール
世界対応ケータイ
GPS

※1 IPX5/IPX7 相当の防水と IP5X 相当の防塵に対応。

基本スペック
サイズ（幅×高さ×厚さ）／重さ

約 58×115×12mm（突起部を除く）／約 116g

連続通話時間／

約 530 分／約 500 時間（静止状態） ※1

3G

待受時間
TM

プラットフォーム

Android

CPU

MSM8255 1.4GHz

メモリ

ROM：4G バイト/RAM：1G バイト

通信方式

国内

3G 方式

海外

3G 方式

4.0

通信速度

下り最大 14Mbps/上り最大 5.7Mbps ※2

ディスプレイ

3.7 インチフルワイド VGA（854×480 ドット）
New モバイル ASV 液晶（最大 1677 万色）

カメラ（画素数／タイプ）

メイン：約 490 万画素／CMOS
サブ：約 30 万画素／CMOS

外部メモリー／推奨外部メモリー容量 ※3

microSDHC メモリカード／最大 32G バイト
microSD メモリカード（2G バイト同梱）／最大 2G バイト

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n

カラーバリエーション（写真参照）

＜本体＞ Minnie White、Minnie Pink、Minnie Rose

※1 電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。使用環境や機能の設定状況などにより、ご利用時間が半分以下になる
ことがあります。
※2 ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。また、
ご利用地域によって通信速度が異なります。
※3 外部メモリに保存したデータを、保存した携帯電話機以外でご利用になると、正しく表示・再生などされない場合があります。また、同梱表
記のないメモリカードはすべて別売です。推奨する最大容量を超える外部メモリは、使用できない場合があります。

希望小売価格（標準セット）：オープン価格
標準セットには、携帯電話機本体、電池パック、PC 接続用 microUSB ケーブル、AC アダプタ、クイックスタート、お願いとご注意、2GB
microSD カード（試供品）が含まれます。

発売日：2012 年 12 月中旬（予定）

※画像はイメージです。
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DM014SH の主な対応サービス・機能











SoftBank 4G
ULTRA SPEED
プラチナバンド
防水・防塵 ※1
ワンセグ

赤外線通信（IrDA）
おサイフケータイ®
緊急速報メール
WiFi






外部メモリ対応
デコレメール
世界対応ケータイ
GPS

※1 IPX5/IPX7 相当の防水と IP5X 相当の防塵に対応。

基本スペック
サイズ（幅×高さ×厚さ）／重さ

未定

連続通話時間／

3G

未定

待受時間

4G

未定

GSM

未定
TM

プラットフォーム

Android

CPU

MSM8960 1.5GHz Dual Core

メモリ

ROM：8G バイト/RAM：1G バイト

通信方式

4.0

国内

3G 方式、AXGP 方式

海外

3G 方式、GSM 方式（900/1800/1900MHz）

通信速度

ULTRA SPEED

下り最大 42Mbps/上り最大 5.7Mbps ※2
下り最大 76Mbps/上り最大 15Mbps ※2

ディスプレイ

SoftBank 4G
LTE

4.5 インチフル HD（1280×720 ドット）
New モバイル ASV 液晶（最大 1677 万色）

カメラ（画素数／タイプ）

メイン：約 1310 万画素／CMOS
サブ：約 30 万画素／CMOS

外部メモリー／推奨外部メモリー容量 ※3

microSDXC メモリカード／未定
microSDHC メモリカード／未定
microSD メモリカード（2G バイト同梱）／未定

Wi-Fi

IEEE 802.11 a/ b/g/n ※4

カラーバリエーション（写真参照）

＜本体＞ Love Pink、Love White

※1 電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。使用環境や機能の設定状況などにより、ご利用時間が半分以下になる
ことがあります。
※2 ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。また、
ご利用地域によって通信速度が異なります。
※3 外部メモリに保存したデータを、保存した携帯電話機以外でご利用になると、正しく表示・再生などされない場合があります。また、同梱表
記のないメモリカードはすべて別売です。推奨する最大容量を超える外部メモリは、使用できない場合があります。
※4 IEEE802.11b/g/n 準拠、IEEE802.11a/n 準拠（W52/W53/W56） 5.2GHz/5.5GHz 帯無線 LAN（W52/W3）の屋外使用は電波法で禁止さ
れています。

希望小売価格（標準セット）：オープン価格
標準セットには、携帯電話機本体、PC 接続用 microUSB ケーブル、AC アダプタ、SD カード・USIM 抜挿ツール、クイックスタート、お願
いとご注意、2GB microSD カード（試供品）が含まれます。

発売日：2013 年春（予定）








Androidは、Google Inc.の商標です。
Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
おサイフケータイは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
microSDHCはSD-3C, LLCの商標です。
©2010 SanDisk Corporation. All rights reserved.サンディスク、サンディスク・ロゴはサンディスクコーポレーションのトレードマークであり、
米国及び海外諸国で登録されています。microSDHCはSD-3C LLCのトレードマークです。本リリース内で記述されている他のブランド名は
識別の目的で記されたものであり、それぞれの登録者のトレードマークである場合があります。
SoftBank 4G 、ULTRA SPEED、デコレメール、世界対応ケータイは、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。

※画像はイメージです。
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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。
その他、本プレスリリース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登録商標または商標です。

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

※画像はイメージです。
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