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ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンクから
好みのディズニーキャラクターが選べる 4G 対応の
超軽量スマートフォン「DM015K」がこの夏新登場！
～10 種類以上のキャラクターケースや、ディズニー映画・ゲームなどが楽しめる！～

ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンク「DM015K」
©Disney
©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works
by A.A. Milne and E.H. Shepard.

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「DM015K」（京セラ株式会社製）を夏商戦
期に発売します。

DM015K の主な特徴


「マルチキャラクター」をテーマに開発。全 3 色（Classic White、Sweet Pink、Honey Yellow）の端末
背面にミッキーマウス、ミニーマウス、くまのプーさんのイラストを大きくデザイン。



10 種類以上のキャラクターをデザインしたスマートフォンケースの中から好きなもの選べ、キャラクタ
ーの顔のライブ壁紙を組み合わせてカスタマイズが可能。



ディズニーのアニメーション映画などを毎月数作品、無料で視聴できるようになる他、オリジナルのゲ
ームをはじめとする、多数のディズニーのゲームアプリなどが無料で楽しめる。



女性に使いやすい、超軽量 95 グラムの 4.3 インチ HD 液晶のコンパクトスマートフォン。



SoftBank 4G、プラチナバンド、ULTRA SPEED、テザリングに対応。



電池持ちも安心の「オート通信制御」機能を搭載。



プラットフォームは Android 4.2 を採用。

※画像はイメージです。
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DM015K とコンテンツの詳細
●選ぶ楽しさが増える「マルチキャラクター」がテーマのスマートフォン
「マルチキャラクター」をテーマに開発した DM015K は、端末デザイン、選べる 10 種類以上の立体的なケース、
ライブ壁紙やウィジェットにいたるまで、多数のキャラクターを用意し、自分好みのキャラクターのスマートフォン
にカスタマイズが可能です。

選べる 10 種類以上のキャラクターケース（上）、キャラクターの顔のライブ壁紙（下）
※オリジナルケース、ライブ壁紙のデザイン・色はイメージです。変更となる場合があります。

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

●キャラクターの顔のライブ壁紙について
ケースに対応した、ディズニーキャラクターの顔
のライブ壁紙「Disney POP Face」は、タッチしたり、
振ったりすると様々な表情に変化する、楽しさがい
っぱい詰まったライブ壁紙です。ライブ壁紙にカラ
フルな時計ウィジェットを合わせることもできます。
©Disney

●ディズニーの映画やゲームが楽しめる限定アプリやコンテンツ
映画配信
ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンクでは 2013 年夏から、ディズニーのアニメーション映画などを毎月数作
品、無料で視聴できるサービスを開始します。
※別途パケット通信料がかかります。

ゲームアプリ
夜のおもちゃ屋さんでキャラクターたちがお互いに競争する設定の、たくさんのキャラクターが一画面に登場
する 3 マッチパズルゲーム「Disney Toy Rush（仮）」を始め、複数のゲームタイトルを提供します。
Disney Music Player（仮）
ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンクの「Music Select」で配信中の、着うたフル®、着うた®、待ちうた®を
はじめとするディズニー楽曲などの再生、管理ができるオリジナルの音楽プレイヤーです。
Wake Up with Minnie（仮）
タップすると投げキスをしたり、足をタップするとダンスしたり、なでるとくすぐったがるなどのミニーとのインタラ
クションが楽しめる、時計/アラーム（スヌーズ付）/天気、スリープ機能がついたアプリです。

※画像はイメージです。
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映画配信
Disney Toy Rush（仮）

※画像はイメージです。

Disney Music Player（仮）
©Disney

©Disney/Pixar

●DM015K オリジナルケースプログラム
DM015K の購入を伴う新規加入、または機種変更を行った方を対象に、10 種類以上のキャラクターの中から
お好きなキャラクターのオリジナルケースをひとつプレゼントするプログラムを、DM015K 発売日（2013 年夏）か
ら実施します。
また、同じデザインのケースをディズニー・ストア店舗、オンラインショップでも販売予定です（価格未定）。
※詳細は、ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンクの公式ホームページ（http://www.disneymobile.jp/s/）にて後日公開します。

DM015K 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
Wi-Fi






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 60(W)×約 122（H)×約 10.4（D)mm／95g

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

Qualcomm MSM8960 1.5GHz Dual Core

メモリ

ROM：16G バイト/RAM：1.5G バイト

通信方式

4.2

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 10Mbps ※2

ディスプレイ

SoftBank 4G
LTE

4.3 インチ HD（1280×720 ドット）
TFT 液晶（最大 1677 万色）

カメラ（画素数／タイプ）

メイン：有効画素数約 810 万画素／CMOS
サブ：有効画素数約 32 万画素／CMOS

外部メモリー／推奨外部メモリー容量 ※3

microSDHC メモリーカード（別売）／32GB
※同梱の外付け SD カードリーダライタをご使用ください。

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＞ Classic White、Sweet Pink、Honey Yellow

※画像はイメージです。
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※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、AC アダプタ、ワンセグアンテナ、SD カードリーダ・ライタ、SD カード・USIM 抜挿ツール、クイックスタ
ート、お願いとご注意が含まれます。

発売日：2013 年夏（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。
「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。
「待ちうた」は、KDDI株式会社の商標です。
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。
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、©Disney/Pixar および©Disney. Based on the
"Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.をご記載下さい。

※画像はイメージです。
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