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“大人ガーリー”なナチュラル＆シンプルデザイン
さらに進化したエンターテイメントと充実機能を手のひらに
『DM004SH』を 7 月中旬に発売開始
～ディズニー・モバイル初のモバイルウィジェットを搭載～
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」の新機種『DM004SH』＇シャープ株式会社製（を 7 月中旬から発売
します。
DM004SH は、これまでの製品コンセプトでもある「大人向けのスタイリッシュな外観と、楽しいディズニーのコ
ンテンツ」をさらに追求した、幅広い方にご使用いただける充実機能のスタンダードモデルです。端末には大人
ガーリーなナチュラル＆シンプルデザインを採用し、持つ人の自然体な魅力を引き立てます。また、ディズニー・
モバイル初となるモバイルウィジェットをはじめとする、さらに進化したディズニーのエンターテイメントコンテンツ
を内蔵しています。テレビと他の機能を同時に表示できる 2 画面同時表示ワンセグ

※1

や 320 万画素オートフォ

ーカスカメラなどの機能面も充実しています。

DM004SH の主な特徴


自分らしい自然体のファッションを楽しめる、シンプルでナチュラルなデザイン。



ディズニー・モバイル初となるモバイルウィジェットを搭載。スティッチがケータイの中でいたずらをし
てきたり、話かけてきたりするインタラクティブ型ウィジェット「スティッチといっしょ」などを内蔵。



携帯を使うのがますます楽しくなるオリジナルの Disney フォントをプリインストール。



3.0 インチワイド QVGA 液晶を搭載し、番組視聴とメールの確認などが同時にできる 2 画面同時表
示ワンセグ、320 万画素オートフォーカスカメラ、世界対応ケータイなど充実の機能。

ディズニー・モバイルユーザー専用のポータルサイト「Disney Web」では、DM004SH に内蔵するコンテンツ
や「Disney メールメーカー・プラス」をはじめとする新サービスの先行提供を、現在販売中の端末の利用者向け
に順次開始します。
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DM004SH の詳細
● 様々なユーザーの利用シーンを彩る充実機能のスタンダードモデル
1.

レースのように柔らかな外観デザイン
これまでのラグジュアリー感を基調としたデザインコンセプトとは一線を画する、大人ガーリーなナチュ

ラル＆シンプルデザインを採用。「PURE WHITE」「SOFT PINK」「DEEP PURPLE」の 3 色を用意し、レー
スのように柔らかな端末デザインが、様々なユーザーの利用シーンを自然に彩ります。

ディズニー･モバイル「DM004SH」

センターキー

サブディスプレイ

ベールビューパターン
ディズニーバージョン
©Disney

2.

充実機能を満載したスタンダードモデル
ワンセグ：3.0 インチワイド QVGA の New モバイル ASV 液晶を搭載。番組視聴とメールの確認・作成
※2

などが同時にできる 2 画面表示機能や、録画、視聴予約など多彩な機能に対応 。
カメラ：モバイルライトを搭載した 320 万画素オートフォーカス付きカメラ。「大容量ファイル添付機能」
に対応し、高解像度写真などの添付ファイルの送受信が可能です＇メール容量最大 1MB まで（。
※3

世界対応ケータイ：世界 191 の国と地域で通話、130 の国と地域でメールやデータ通信が可能 。
ディズニーバージョンのベールビューパターン：のぞき見を防止する「カラーベールビュー」機能にもデ
ィズニーバージョンのフィルタ画像を内蔵。
使いやすさ：手にすっぽり収まるコンパクトフォルム。ボタンが押しやすいアークリッジキーを採用。
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● 新たなモバイル体験を提供するディズニー・モバイルのオリジナル機能/サービス
モバイルウィジェット：ディズニー・モバイル初となるモバイルウィジェットを搭載。スティッチがケータイ
の中でいたずらをしたり、話かけてきたりするインタラクティブ型ウィジェット「スティッチといっしょ」や、
「Disney 情報ウィジェット」「Disney 世界時計」をプリインストール。また、ディズニー以外の便利なウィ
ジェット

※4

も多数プリインストールしています。

Disney フォント：表示する文字をディズニーカスタマイズできるオリジナルのフォントをプリセットで内蔵。
携帯を使うのがますます楽しくなります＇Disney フォントはアルファベット・数字・記号を用意（。
Disney デコフォント：簡単な操作で、オリジナルメールテンプレートが作成可能な Disney メールメーカ
※5

ーが「Disney メールメーカー・プラス 」としてリニューアル。新たに「Disney デコフォント」が使用可能
になり、メールコミュニケーションがますます楽しくなります。ディズニー・モバイル以外の携帯電話にも
送信可能な Disney デコフォントは「ミッキー＆ミニー クラシックスタイル」、「スティッチ＆エンジェル
スティッチ！スタイル」、「マリー&ミスバニー ぬいぐるみスタイル」の 3 パターンあります。
ディズニー・モバイル版 QUICPayTM：ディズニー専用画像を搭載した設定アプリに加え、利用回数や
金額に応じてミッキーがいろいろな場所へお出かけする FeliCa 連動アプリケーションです。ミッキーの
外出先でオリジナルの待受画像や絵文字などがもらえるほか、ミッキーがお出かけするたびに貯まる
＇デジタルの（シールを集めないと手に入らないスペシャル待受画像もあります。

スティッチといっしょ

Disney 情報ウィジェット

Disney デコフォント

Disney 世界時計

Disney フォント

ディズニー・モバイル版 QUICPay

＇Disney メールメーカー・プラス（
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● 色とりどりのディズニーの世界が詰まった豊富なコンテンツ
DM004SH には、端末デザインと共通したテーマのものやその他様々なオリジナルのきせかえアレン
ジ＇4 種（、壁紙＇11 種（、デコレメールテンプレート＇16 種（やマイ絵文字＇40 種（、デコレメピクチャー＇40
種（、着デコ＇10 種（を内蔵しました。また、DM004SH に内蔵するコンテンツは、Disney Web で 7 月 1 日
より先行配信を開始します。
※6

DM004SH は、着デコ

に対応しており、電話をかけるときに相手の着信画面をディズニーのキャラク

ター画像でデコレーションすることができます。
また、ディズニーのキャラクターと対戦できる「ディズニー オセロ」や、「Disney Think 早押しクイズ・ク
イズフェスタ! 体験版」をはじめとする全 4 ゲームを DM004SH にプリインストールしています。

きせかえアレンジ
「ナチュラル ドリーム」

きせかえアレンジ
「ブーケ」

きせかえアレンジ
きせかえアレンジ
「Disney マドモアゼル」 「トロピカル バケーション」

着デコ

待受

デコレメール
テンプレート

内蔵オリジナルムービー
「Fantastic Dream」

待受 Flash®

ディズニー オセロ
Disney Othello
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マイ絵文字

Disney Think 早押しクイズ
クイズフェスタ! 体験版
©Disney

Disney Web では My ページの強化とスペシャルコンテンツの提供を実施
6 月 1 日から、Disney Web の My ページ機能を強化します。好きなキャラクターコンテンツへのアクセスがし
やすくなり、占いの表示が可能になるなど、さらに自分好みのカスタマイズができるようになります。My ページで
使用できるスキンは、全 25 種類の中から選べます。
また、Disney Web 上では、自分の携帯で撮影した写真や画像データとメッセージを、ディズニーの動画や音
※7

楽と組み合わせて、独自の動画フォトアルバムを作成することができる「Disney ムービーメーカー 」の提供を
開始します。作成した動画フォトアルバムは、ダウンロードして着信設定したり、URL を送ってプレゼントすること
ができます。
その他 5 月末から 6 月上旬には、グーフィーとドナルドのスクリーンデビューをお祝いするスペシャルイベント
を実施します。

Disney ムービーメーカー

My ページ

ハッピー・グーフィー・ディ

ハッピー・ドナルド・ディ

イベント＇5 月 25 日～5 月 29 日（

イベント＇6 月 9 日～6 月 13 日（

©Disney

※画像はイメージです。
※Disney Web や Disney Web 上のコンテンツのご利用には別途通信料がかかります。
※1 メニューリスト／メール／検索／電話帳／ちょこっとメモ／通話履歴 などが同時表示可能な機能です。
※2 ワンセグは利用環境によってノイズが入る、あるいは受信できない場合があります。また USIM カードが取り付けられていない時
や、ディズニー・モバイルの契約を解除されている時は、ワンセグを視聴できません。
※3 通信料が別途かかります。
※3 2009 年 4 月 28 日時点。
※4 提供モバイルウィジェット＇50 音順（：駅探★運行情報＇提供：株式会社駅探（、mixi＇提供：株式会社ミクシィ（、ウィジェットストア
＇提供：ソフトバンクモバイル株式会社（、Yahoo!天気情報＇提供：ヤフー株式会社（。
※5 Disney メールメーカー・プラスは、7 月 1 日より Disney Web 上で公開します。
※6 着デコに対応しているのは、DM004SH と、ソフトバンクモバイル株式会社の特定の機種に限られます。
※7 Disney ムービーメーカーは、7 月より提供を開始します。
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DM004SH の主な対応サービス・機能










Disney Web
世界対応ケータイ
ワンセグ
モバイルウィジェット
ミュージックプレイヤー
3G ハイスピード(3.6Mbps)
デコレメール
きせかえアレンジ
スマートリンク辞書



















着デコ
PC サイトブラウザ
PC メール
赤外線通信＇IrDA（
TV コール ※1
®
着うたフル
シンプルモード
大容量ファイル添付機能
デスクトップショートカット

S! FeliCa ※2
S!アプリ（メガアプリ）
S!速報ニュース
S!ともだち状況 / S!一斉トーク
S!電話帳バックアップ
S!おなじみ操作
S!情報チャンネル

※1 サブカメラを搭載していないため、自分自身を撮影しながら相手と話すことはできません。
※2 大容量メモリー、IC データ通信対応。

基本スペック
通信方式

国内

W-CDMA 方式

海外

W-CDMA 方式、GSM 方式

サイズ(幅×高さ×厚さ)／重さ
連続通話時間／
待受時間

約 49×105×15.9mm＇折りたたみ時、突起部除く（/ 約 109ｇ
約 230 分 / 約 310 時間＇静止状態、折りたたみ時（※

GSM 網

約 210 分 / 約 280 時間＇静止状態、折りたたみ時（※

1

約 6 時間※

「ワンセグ」連続視聴時間
ディスプレー

1

W-CDMA 網

メイン

2

3.0 インチワイド QVGA＇240×400 ドット（
New モバイル ASV 液晶＇最大 26 万色（

モバイルカメラ

サブ

0.8 インチ＇96×39 ドット（有機 EL

画素数／タイプ

有効画素数 320 万画素 / CMOS＇オートフォーカス対応（

最大撮影サイズ

1536×2048 ドット

最大表示文字数

80 文字＇8 文字×10 行（/ 130 文字＇10 文字×13 行（

＇全角・受信メール表示時（

192 文字＇12 文字×16 行 : 標準サイズ（/
270 文字＇15 文字×18 行（/ 480 文字＇20 文字×24 行（
3

最大メール保存件数＇受信／送信（

3,000 件 / 1,000 件※

静止画像保存容量＇枚数（

最大約 100MB･共有＇最大約 12,800 枚（※

外部メモリー／推奨外部メモリー容量

microSD

カラーバリエーション

PURE WHITE、SOFT PINK、DEEP PURPLE
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TM

カード＇別売（、microSDHC

TM

カード＇別売（/ 最大 8GB

※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 充電を満たした新品の電池パックを装着し、本体に別売のマイク付きステレオイヤホンを使用、明るさ設定 2・音響設定 標準、電池
レベル 1＇電池残量約 10％（を残した計算値です。使用条件・使用環境などにより満たない場合もあります。
※3 保存可能数は、保存データのサイズにより変動します。
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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、使い方ガイドが含まれます。 ※充電器は別売りです。

発売日：2009 年 7 月中旬














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。
Disney WebやDisney Web上のコンテンツのご利用には別途通信料がかかります。
「ベールビュー」「VeilView」「スマートリンク」はシャープ株式会社の登録商標です。
「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。
QUICPayは非接触IC決済サービスです。
FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。
Flashは、Adobe Systems Incorporated＇アドビシステムズ社（の米国ならびに他の国々における商標または登録商標です。
オセロは株式会社メガハウスの登録商標です。
ホワイトプラン、モバイルウィジェット、3G ハイスピード、PCサイトブラウザ、TVコール、デコレメール、S!速報ニュース、きせかえアレンジ、
S!ともだち状況、S!一斉トーク、S!おなじみ操作、S!アプリ、メガアプリ、S!電話帳バックアップ、S!情報チャンネル、PCメール、着デコはソフト
バンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
microSDHCはSD Card Associationの商標です。
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。

◆ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社について
ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー(米国本社)は、1959 年に現地日本法人を設立し、日本市場に本格参入
しました。2000 年 4 月に日本国内の複数の関連子会社を統合、2002 年 8 月にウォルト・ディズニー・ジャパ
ン株式会社に社名変更し、東京ディズニーリゾートとディズニーストア以外のディズニービジネスを日本で管
轄しています。米国本社のメディアネットワーク、パーク＆リゾート、スタジオエンターテイメント、コンシューマ
プロダクツ、インタラクティブメディアの 5 部門に対応する形で、日本において多角的な事業を展開していま
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。
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