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ディズニー・モバイルのラグジュアリーモデルが登場！
魔法の輝きを生むエレガントなデザインに
CCD800 万画素カメラを搭載した『DM005SH』を 3 月 5 日に発売開始
～高機能なカメラとディズニーのエンターテインメントで、撮影をもっときれいに楽しく～
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『DM005SH』＇シャープ株式会社製（を 3 月 5 日＇金（から
発売します。DM005SH は、ディズニー・モバイルのラグジュアリーモデルで、大人の女性向けのスタイリッシュ
な外観に、CCD800 万画素のオートフォーカスカメラや 3.4 インチのフルワイド VGA 液晶などを採用した、デザ
イン・機能ともに高級感あふれる携帯電話機です。
エレガントなラウンドフォルムに散りばめたラインストーンや、イルミネーションでお知らせするイルミディスプレ
イが大人の女性の毎日を華やかに演出します。高感度な CCD カメラと画像処理エンジン「ProPix」の採用によ
り、暗がりの撮影でもノイズの少ない豊かな色彩表現が可能です。撮影シーンや被写体に応じて最適な状態で
撮影を可能にする「おまかせオートカメラ」や、色白、小顔、目を大きくなどを自動で加工できる「プリティアレンジ
カメラ」、内側カメラを利用した「ハンドミラー」など女性に嬉しい機能も充実しています。
撮影後の画像を使って、被写体がどのキャラクターに似ているかを自動判定して楽しめる「ディズニー・キャラ
クターフォトメーカー」や、入力したメールの文章からボタンひとつで Disney 絵文字やマイ絵文字を使用した「デ
コレメール」を作成できる「楽デコ」、さらにひらがな・カタカナが追加されパワーアップした「Disney フォント」など、
数多くのディズニーならではのエンターテイメント機能を気軽に楽しむことができます。

DM005SH の主な特徴


ラウンドフォルムに散りばめたラインストーンやイルミディスプレイ、キーイルミネーションなど、華や
かでエレガントなデザイン。



CCD800 万画素のカメラと「ProPix」による画像処理に加え、最適な状態で撮影をする「おまかせオ
ートカメラ」、「プリティアレンジカメラ」や「ハンドミラー」など女性に嬉しい機能も充実。



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「ディズニー・キャラクターフォトメーカー」や、
入力したメールの文章からボタンひとつで「デコレメール」を作成できる「楽デコ」など、手軽に楽しめ
る様々なエンターテイメント機能。

また、DM005SH の外観のラインストーン部分全てに、天然のダイヤモンドを使用した、「DM005SH Limited
Diamond Edition」の 10 名様への抽選プレゼントをはじめとする「DM005SH デビューキャンペーン」も実施しま
す＇詳細は別紙 2 をご覧ください（。

1

DM005SH の詳細
●女性の毎日のライフスタイルを華やかに演出するラグジュアリーモデル
1.

魔法の輝きを生む、ジュエリーのようにエレガントなデザイン
流線形のエレガントなラウンドフォルムや、散りばめられたラインストーンが高級感あふれる端末デザ
インを採用。「SUNRISE PINK」「MIDNIGHT BLUE」「STARDUST WHITE」の 3 色を用意し、イルミ
ディスプレイや、キーイルミネーションなどと相まって、大人の女性の毎日のライフスタイルを華やかで
エレガントに演出します。

ディズニー･モバイル「DM005SH」

ミッキーシルエットの

ミッキーシルエットの

センターキー

着信ランプ

カメラ
© Disney

2.

高機能カメラとエンターテインメントの融合
高機能カメラ：有効画素数 800 万画素の高感度な CCD カメラと画像処理エンジン「ProPix」の採用で、
暗がりの撮影でもノイズの少ない豊かな色彩表現が可能です。
多彩なカメラ機能：撮影シーンに応じて最適な撮影が可能な「おまかせオートカメラ」や、動く被写体を
とらえる「チェイスフォーカス」など多彩な機能を搭載。色白、小顔、目を大きくなどを自動で加工できる
「プリティアレンジカメラ」、内側カメラを利用したハンドミラー機能など女性に嬉しい機能も豊富です。
大画面液晶：3.4 インチのフルワイド VGA 液晶を採用。高解像度の写真やワンセグなどを大画面で楽
しむことができます。
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● ディズニー・モバイルならではの、エンターテイメント機能
ディズニー・キャラクターフォトメーカー：撮影後の画像を使って、好きなキャラクターのなりきり画像を
作ることができます。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「サプライズモード」を選
ぶと、全部で 50 種類の中からどんなキャラクターになるかを楽しむことができます。出来上がった画
像はメールで友達に送信することができます。

ディズニー・キャラクターフォトメーカー

© Disney

楽デコ：入力したメールの文章からボタンひとつで絵文字や Disney フォントを使用したデコレメールを
作成できます。デコレメールはボタンを押すたびに様々なパータンに変更することができます。

楽デコで作成したデコレメール

© Disney

ひらがな・カタカナの Disney フォント：DM004SH で登場した、アルファベット・数字・記号の Disney フ
ォントに、ひらがな・カタカナを追加。これまで以上にディズニー体験が深まります。
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。
テーマパーク★FUN：テーマパークであそぶミッキーと仲間達の様子を待ち受け画面で楽しめます。待
ち受け画面は時間や季節に連動してリアルタイムに変化し、不在着信や未読メールもお知らせしてく
れる機能もあります。
新デザインの「Disney 世界時計Ⅱ」：モバイルウィジェット「Disney 世界時計」に 3 種類の新デザイン
が登場。
3

● 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
DM005SH 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（、着デコ＇10 種（を内
蔵しました。
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、「人生ゲーム ディズニー版 お
試しアプリ」を DM005SH にプリインストールしています。

きせかえアレンジ
「Sparkling Diamond」

きせかえアレンジ
「Four Seasons」

きせかえアレンジ
「Sketch Art」

きせかえアレンジ
「Clock Cleaners」

着デコ

ラグジュアリー
アニメーション

デコレメール
テンプレート

内蔵オリジナルムービー
「Sparkling Wish」

待受 Flash®

マイ絵文字

ディズニー オセロ

「人生ゲーム ディズニー版

Disney Othello

お試しアプリ

© Disney
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Disney Web を大きく刷新し、簡単アクセス、詳細カスタマイズが可能に
3 月 1 日から、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」を大きく刷新し、これまで
以上に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ます。また、My ページ機能もバージョンアップ
させ、お気に入りディズニー情報や、お気に入りコンテンツ、｢My ページ｣に表示する項目などの詳細な設定をし
て、より自分好みのカスタマイズができるようになります。
また、DM005SH に内蔵する「ディズニー・キャラクターフォトメーカー」をはじめとする新コンテンツの提供を 3
月 5 日より開始します。

Disney Web 新 Top ページ
© Disney

DM005SH の主な対応サービス・機能










Disney Web
ハイスペック動画機能
3G ハイスピード(7.2Mbps) ※1
メディアプレイヤー
ワンセグ ※2
モバイルウィジェット
世界対応ケータイ
デコレメール
きせかえアレンジ











着デコ
TV コール
®
着うたフル
シンプルモード
PC サイトブラウザ
PC メール
大容量ファイル添付機能
赤外線通信＇IrDA（
Bluetooth®











安心遠隔ロック
S! GPS ナビ
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
リアル 3D ゲーム

※1 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。
※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。
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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＇900／1,800／1,900MHz（

サイズ＇幅×高さ×厚さ（／重さ

約 50x110x13.9＇最薄部（ / 17.8mm＇最厚部（／約 113g

連続通話時間／

W-CDMA 網

約 210 分/約 360 時間＇静止状態、折りたたみ時（※

GSM 網

約 220 分/約 320 時間＇静止状態、折りたたみ時（※

待受時間

1

2

約 4 時間※

「ワンセグ」連続視聴時間
ディスプレー

1

メイン

約 3.4 インチフルワイド VGA＇854×480 ドット（
New モバイル ASV 液晶＇最大 1,677 万色（

モバイルカメラ

サブ

7×17 灯 オレンジ LED

メイン

有効画素数約 800 万画素／

画素数／タイプ

CCD＇オートフォーカス・手ぶれ補正対応（
サブ

有効画素数約 43 万画素／CMOS

最大表示文字数

全角 88 文字；8 文字×11 行 最大：60 ドット

＇全角・受信メール表示時（

全角 140 文字；10 文字×14 行 大：48 ドット
全角 204 文字；12 文字×17 行 中：40 ドット
全角 315 文字；15 文字×21 行 やや小：32 ドット
全角 580 文字；20 文字×29 行 小：24 ドット
全角 816 文字；24 文字×34 行 最小：20 ドット ＇受信メール表示時（
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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 50MB 枚数：約 3200 枚＇サイズ QVGA・画質ノーマル時（

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

SUNRISE PINK、MIDNIGHT BLUE、STARDUST WHITE

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。

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、クイックスタート、お願とご注意が含まれます。 ※充電器
は別売りです。

発売日：2010 年 3 月 5 日（金）
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本書に使用されている画像はイメージです。
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。
「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。
「ProPix」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。
テーマパーク★FUNは、プライムワークス株式会社の「キャラタイム」を使用しています。「キャラタイム」はプライムワークス株式会社の登録
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。
人生ゲーム及び人生ゲームに関する商標は株式会社タカラトミーの登録商標です。
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。
Bluetooth®は米国 Bluetooth SIG, lnc.の登録商標です。
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。
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!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、S!速報ニュース、S! GPSナビ、楽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。

◆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。
＇「人生ゲーム ディズニー版」については、© Disney © 2009 Hasbro. All rights reserved. © TOMY をご記載ください。（
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