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ミッキー・モノグラムの端正なフェイスに
グリッター感のあるデザインと充実機能のベーシックモデル
新製品『DM006SH』を 6 月中旬に発売開始
～お求め安いリーズナブルな価格でのご提供～
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『DM006SH』＇シャープ株式会社製（を 6 月中旬から発売
します。DM006SH は、大人の女性向けにファッション性の高いミッキー・モノグラムデザインを採用したベーシッ
クな機能のモデルで、価格もリーズナブルに設定しています。
「大人ディズニー 魔法モバイル」のコンセプトをもとに開発された DM006SH は、ミッキー・モノグラムデザイ
ンの端正なフェイスの表面に繊細なラメを散りばめ、大人の女性らしさを引き立てるグリッター感のあるデザイン
になっています。
また、被写体がどのキャラクターに似ているかを自動判定する人気の「ディズニー・キャラクターフォトメーカ
ー」をバージョンアップ。判定後の画像をブログや mixi 日記に直接投稿できる機能や、グリッター感のある新テ
ーマを使ったコンテンツが加わり、ディズニーのエンターテイメントをより幅広く楽しめるようになりました。
機能面では、3.0 インチワイド QVGA 液晶で、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、モバイルウィジェットなどを搭載する充実の携帯電話機です。

DM006SH の主な特徴


ミッキー・モノグラムにグリッター感のある大人の女性向けのデザイン。



被写体がどのキャラクターに似ているかを自動判定する人気の「ディズニー・キャラクターフォトメー
※1

カー」がバージョンアップ。ブログやmixi日記への直接投稿が可能。 


3.0インチワイドQVGA液晶によるワンセグ、320万画素オートフォーカスカメラ、モバイルウィジェット、
のぞき見を防止する「カラーベールビュー」機能、Disney Playerなど充実の機能。



お求め安いリーズナブルな価格でのご提供。

※2

※1 プリインストール済みのディズニー・キャラクターフォトメーカーをバージョンアップする必要があります。
※2 価格はオープンプライスです。携帯電話端末の販売価格の決定は、各店舗において行われます。

1

DM006SH の詳細
● ミッキー・モノグラムデザインを採用したベーシックな機能のモデル
1.

グリッター感のあるミッキー・モノグラムで大人の雰囲気を演出するデザイン
「大人ディズニー 魔法モバイル」のコンセプトをもとに、ミッキー・モノグラムデザインを採用。表面に
繊細なラメを散りばめることで華やかさを演出した、大人の女性らしさを引き立てるデザインになって
います。「WHITE MONO」「PINK MONO」「BROWN MONO」の 3 色を用意し、デザインと相まって高
いファッション性を演出しています。

ディズニー･モバイル「DM006SH」
© Disney

2.

充実機能を満載したスタンダードモデルをリーズナブルな価格で
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
※3

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（。
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。

※3 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。
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● ディズニー・モバイルの人気エンターテイメント機能がすべて楽しめる

バージョンアップしたディズニー・キャラクターフォトメーカー：被写体がどのキャラクターに似ているか
を自動判定する人気の「ディズニー・キャラクターフォトメーカー」をバージョンアップし、判定後の画像
をブログや mixi 日記などへ直接投稿できる機能が加わりました。また、DM006SH のグリッター感を
活かした新テーマを使ったコンテンツが加わり、ディズニーのエンターテイメントをより楽しめるようにな
りました。
対象サービス：mixi 日記、mixi フォト、Ameba、livedoor Blog、FC2 ブログ

投稿画面

新テーマのコンテンツ
© Disney

数々のエンターテイメント・コンテンツが集結：ディズニー・モバイルでこれまで提供してきた数多くのエ
ンターテイメント・コンテンツの全てをプリインストールし、様々な利用シーンで、いつでもどこでもディズ
ニー体験をお楽しみいただけます。
エンターテイメント・コンテンツ一覧：
•

Disney Player：長時間のディズニーオリジナル動画やミュージックビデオなどを、いつでもどこ
でも楽しめます。

•

モバイルウィジェット：ディズニーのキャラクターとのインタラクティブな体験を楽しめる「スティッ
チといっしょ」、「ミニーといっしょ」、「Disney 世界時計」「Disney 情報ウィジェット」を内蔵。

•

Disney メールメーカー・プラス：メールコミュニケーションを楽しくする、Disney デコフォントが使
用可能。ディズニー・モバイル以外の携帯電話にも送信可能です。

•

ディズニー オセロ：ディズニーのキャラクターと対戦をたのしめる定番ゲーム。
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●ディズニー・モバイルオリジナルの豊富なコンテンツ
DM006SH には、携帯電話機のデザインテーマのものを始め、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＇80 種（、着デコ＇10 種（を内蔵しています。

きせかえアレンジ
「モノグラム」

マイ絵文字

きせかえアレンジ
「絵本」

きせかえアレンジ
「トリコロール・アリス」

きせかえアレンジ
「ミッキーの夢物語」

待受

デコレメール
テンプレート

待受 Flash®
© Disney

新デザインの Disney Web では記念コンテンツ特集を実施
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、DM006SH のグリッター感をテーマ
にした記念コンテンツを配信します。きせかえアレンジやデコレメールテンプレート、Flash 待受などに加え、キ
※4

ラキラ感のあるリミックスをした「ミッキーマウス・マーチ」などの着うた®を 6 月中旬より配信します 。

Disney Web の記念コンテンツ
※4 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。
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© Disney

DM006SH の主な対応サービス・機能









Disney Web ワンセグ※1
モバイルウィジェット
メディアプレイヤー
ミュージックプレイヤー
3G ハイスピード(3.6Mbps)※2
デコレメール
きせかえアレンジ
着デコ


















世界対応ケータイ
PC サイトブラウザ
PC メール
赤外線通信＇IrDA（
TV コール ※3
®
着うたフル
シンプルモード
スマートリンク辞書

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
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!情報チャ
ンネル

※1 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。
※2 上り最大 1.4Mpbs 対応。対応エリアは東京の一部エリアとなります。＇順次拡大予定（ご利用地域によって、最大通信速度は異なります。
また、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。
※3 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。

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

WHITE MONO、PINK MONO、BROWN MONO

3

TM

TM

カード＇別売（、microSDHC

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：2010 年 6 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。
本書に使用している画像はイメージです。
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。
「ベールビュー」「VeilView」「アークリッジキー」「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。
ディズニー・キャラクターフォトメーカーは、沖電気工業株式会社の顔認識エンジンFSE(Face Sensing Engine)を使用しています。FSEおよ
びFSEロゴは沖電気工業株式会社の商標です。
オセロは株式会社メガハウスの登録商標です。
着うた®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。
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。
microSD、microSDHCはSD Card Associationの商標です。
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、きせかえアレンジ、PCメール、着デコ、
安心遠隔ロック、ダブルナンバー、S!ともだち状況、S!一斉トーク、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、S!速報ニ
ュース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。

◆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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