
News release 

 
 

日本初！ ケータイを振
テレビが自動起動する新

～地上アナログテレビチューナー搭

 
ボーダフォン株式会社（本社：東京都港区、社長：津

（シャープ製）および「Ｖ６０３Ｔ」（東芝製）を、それ

 
「Ｖ６０３ＳＨ」は、日本で初めて※、携帯電話本体

搭載しました。このセンサーは、愛知製鋼株式会

で、本体を上下左右に傾けることでメニュー操作

よく使う機能を瞬時に呼び出せるショートカット機

を実現しました。また、このセンサーを活用したＶ

シューティングゲームや、本体をゴルフクラブに見

新感覚の体感ゲームもお楽しみいただけます。 

 
「Ｖ６０３Ｔ」は、本体を開いた状態から、本体中心部

回転させ折りたたむことでテレビが自動的に起動す

 
「Ｖ６０３ＳＨ」および「Ｖ６０３Ｔ」の両機種には、地

ーナーを利用してＦＭラジオを楽しめるほか、視聴

を搭載。お気に入りの番組を何度も楽しむことが

簡単に検索できます。 
 
※テレビ放送およびＦＭラジオ放送は、利用環境によってノイズ
なるため使用できません。 

 
「Ｖ６０３ＳＨ」および「Ｖ６０３Ｔ」の詳細は、別紙を
 
 
! 「Ｖ６０３ＳＨ」および「Ｖ６０３Ｔ」はＰＤＣ方式に対応し、日本
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って操作できる「Ｖ６０３ＳＨ」、 
スタイルケータイ「Ｖ６０３Ｔ」発売 
載のエンターテインメントケータイ２機種が登場！～ 

田志郎）は、ＰＤＣ方式（第二世代）に対応した新機種「Ｖ６０３ＳＨ」

ぞれ２月中旬以降発売します。 

の傾きや動きを感知できる「モーションコントロールセンサー」を

社とボーダフォンが共同開発した１チップの姿勢制御センサー

ができたり、あらかじめ登録した本体の動き（パターン）ごとに、

能を利用できたりと、これまでの携帯電話にはない新しい操作性

アプリとして、本体の傾き度合いで銃口の位置を変えられるガン

立ててスイングすることでボールを飛ばせるゴルフゲームなど、

 ※２００５年１月３１日現在。 

サイドにあるロック解除ボタンを押しながら、背面方向に３６０度

る、斬新な機能・スタイルの「ＴＶビュースタイル」を採用しました。 

上アナログテレビチューナーを搭載。また、両機種ともテレビチュ

中のテレビ番組を保存できる「録画機能」や「キャプチャー機能」

できます。さらに、ＥＰＧ（電子番組表）にも対応し、見たい番組を

が入ったり、受信できない場合があります。また、海外では放送の方式や周波数が異

ご参照ください。 

以 上 
国内でのみご利用いただけます。 
トの登録商標です。 

。 
を利用しています。 

の国における米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。 
の他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。 
発し、Java�アプリケーションの実行速度が速くなるように設計されたJBlend�を搭載しています。 
アイコンは、ボーダフォン株式会社の商標です。 
ピーチマークデバイスは、Vodafone Group Plcの登録商標または商標です。 
上の加入者（２００４年１２月末現在、出資全子会社の合計加入者数）を持ち、さらに
社です。 



 

                                                                 別紙１  
＜Ｖ６０３ＳＨ（シャープ製）の概要＞ 
 
１． 主な特長 

! 日本初！※携帯電話の動きを感知する「モーションコントロールセンサー」搭載で、新感覚の操作性を実現 
愛知製鋼株式会社とボーダフォンが共同開発した１チップの姿勢制御センサー「モーションコントロール

センサー」を搭載。携帯電話本体を上下左右に傾けることでメニュー操作ができたり、あらかじめ登録し

た本体の動き（パターン）ごとに、よく使う機能を瞬時に呼び出せるショートカット機能を利用できたり、こ

れまでの携帯電話にはない操作性を実現しました。また、当センサーを活用したＶアプリとして、本体の

傾き度合いで銃口の位置を変えられるガンシューティングゲーム「The House Of The Dead MOBILE」
（提供：株式会社セガ）や、本体をゴルフクラブに見立ててスイングすることでボールを飛ばせるゴルフ

ゲーム「振るスイング！ゴルフ」（提供：株式会社タイトー）の２種類の体験版ゲームアプリを、携帯電話

本体にプリインストール。新感覚の体感ゲームを存分にお楽しみいただけます。※２００５年１月３１日現在。  
! 地上アナログテレビチューナー搭載。ＥＰＧ（電子番組表）に対応し、見たい番組を簡単に検索可能 
地上アナログテレビチューナーを搭載し、外出中でも気になるテレビ番組をチェックできるほか、このチュ

ーナーを利用してＦＭラジオも聴くことができます。液晶画面が１８０度反転する「Ｓｗｉｖｅｌ
スウィーベル

 Ｓｔｙｌｅ
ス タ イ ル

」、および

高視認性と広視野角を実現する「モバイルＡＳＶ液晶」、そして本体の向きに合わせた画面の縦横表示

の自動切り替えも可能にする「モーションコントロールセンサー」の特長を生かし、明るい場所・暗い場

所を問わず、シーンに合わせた見やすいスタイルでテレビを楽しめます。また、視聴中のテレビ番組を

保存できる「録画機能」や「キャプチャー機能」、ラジオ放送の「録音機能」を搭載。お気に入りの番組や

音楽を何度も楽しむことができます。さらに、ＥＰＧ（電子番組表）に対応していることから、見たい番組

を検索したり、番組の詳細を調べたりできます。 
 ※テレビ放送およびＦＭラジオ放送は、利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。 
 ※ＥＰＧの利用には、通信料がかかります。 

※録画・キャプチャーした画像、録音した番組や音楽は、コピーや編集、メール添付、録画・キャプチャー・録音した携帯電話以外での
再生はできません。また、壁紙や着信音に設定することはできません。  

! 光学２倍ズーム機能搭載、オートフォーカス対応の有効画素数２０２万画素ＣＣＤモバイルカメラ搭載 
有効画素数２０２万画素のＣＣＤモバイルカメラには、ズームアップしても鮮明に撮影できる光学２倍ズ

ーム機能、および自動的にピント調節するオートフォーカス機能を搭載。「Ｓｗｉｖｅｌ Ｓｔｙｌｅ」の特長を生
かし、反転させた液晶画面を大きなファインダーとして本格的なデジタルカメラ感覚で、カメラ撮影を楽

しむことができます。 
 
２． 主な仕様 

サイズ（幅×高さ×厚さ） 約５０×９９×２５ｍｍ（折りたたみ時、アンテナ等突起部除く）

重さ 約１４２ｇ

連続通話時間／待受時間 約１３０分／約４５０時間

テレビ・ＦＭラジオ連続視聴時間 最大約６０分（フル充電時） 
ディスプレイ ２．４インチ（３２０×２４０ドット）ＡＳＶ液晶（最大２６万色） 

画素数／タイプ 有効画素数２０２万画素／ＣＣＤ

ズーム 光学２倍ズーム、最大デジタル４０倍ズーム 
（１６０×１２０ドット撮影時、光学ズームとデジタルズームの組み合わせ） 

モバイルカメラ 

最大撮影サイズ １６３２×１２２４ドット

一画面最大表示文字数 
（全角・受信メール表示時） 

５６文字（８文字×７行）／６４文字（８文字×８行）／ 
８０文字（１０文字×８行）／１５６文字（１２文字×１３行：標準サイズ）／
２２５文字（１５文字×１５行）／４００文字（２０文字×２０行） 

最大メール保存件数（受信／送信） ３０００件／１０４０件※１

静止画像保存容量（件数） １２ＭＢ・共有（最大約２０００件※１）

外部メモリ ＳＤメモリカード （非同梱）

着信メロディ和音数 ６４和音

その他の主な機能 

Ｖアプリ（２５６ＫアプリＶｅｒ．２）、着うた®、ミュージックプレイヤー※２、 
ムービー変装、ケータイカラオケ Ｖ-ｋａｒａ Ｖｅｒ．２（採点機能付き）、 
簡易方位計、自動応答メール、迷惑メール拒否機能、バイリンガル、
お天気アイコン、赤外線通信（ＩｒＤＡ）、バーコード読み取り・作成、 
文字変換ソフト（ケータイＳｈｏｉｎ３） 

カラーバリエーション ブリーズィゴールド（写真参照）、ピュアシルバー、ヒーリングブルー
※１：保存可能件数は、保存データのサイズにより変動します。 
※２：ミュージックプレイヤーのご利用には、ミュージックキーのダウンロード（有料）が必要です。 



 

 
３． 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、急速充電器、卓上ホルダー、ＴＶアンテナ付きステレオイヤホンマイク、Ｌ型ビ
デオ出力ケーブルが含まれます。 

 
４． 発売時期 ： ２月中旬以降 
 



 

                                                                 別紙２  
＜Ｖ６０３Ｔ（東芝製）の概要＞ 
 
１． 主な特長 

! 地上アナログテレビチューナー搭載。気軽にテレビを楽しめる「ＴＶビュースタイル」採用 
地上アナログテレビチューナーを搭載し、外出中でも気になるテレビ番組をチェックできるほか、このチュ

ーナーを利用してＦＭラジオも聴くことができます。また、テレビを見やすくするために編み出された新

たなケータイスタイルとして、本体を開いた状態から、本体中心部サイドにあるロック解除ボタンを押し

ながら、背面方向に３６０度回転させ折りたたむことでテレビが自動的に起動する「ＴＶビュースタイル」

を採用しました。さらに、ディスプレイが視線に合うように、本体を斜めに置ける専用のスタンド（卓上ホ

ルダー）や、ケーブルが絡まない「リール式イヤホンアンテナ」も同梱しており、さまざまなシチュエーション

に合わせてテレビをお楽しみいただけます。 
 ※テレビ放送およびＦＭラジオ放送は、利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。  
! 充実した「録画機能」を搭載。ＥＰＧ（電子番組表）に対応し、見たい番組を簡単に検索可能 
視聴中のテレビ番組を保存できる「録画機能」や「キャプチャー機能」搭載で、お気に入りの番組を何度

も楽しむことができます。また、ＥＰＧ（電子番組表）に対応していることから、見たい番組を検索したり、

番組の詳細を調べたりできます。 
 ※録画・キャプチャーした画像は、コピーや編集、メール添付、壁紙設定、録画・キャプチャーした携帯電話以外での再生はできません。 
※ＥＰＧの利用には、通信料がかかります。   

! 採点機能が付いた「ケータイカラオケ Ｖ-ｋａｒａ Ｖｅｒ．２」や、「着うた®」専用プレイヤーなど、遊び心をく

すぐる機能が満載 
携帯電話本体とテレビを接続して気軽にカラオケを楽しめる「ケータイカラオケ Ｖ-ｋａｒａ Ｖｅｒ．２」に対応。
歌った後に得点を表示する「採点機能」搭載で、家族や友人とも存分に楽しめます。また、ダウンロード

した「着うた®」を楽しむツールとして、専用の「着うた®」プレイヤーを搭載。ランダム再生やリピート再生

などの多彩な再生パターンに対応しているほか、「着うた®」の冒頭部分を少しだけ再生する「イントロク

イズ」機能など、遊び心満載の機能を搭載しています。 
 
２． 主な仕様 

サイズ（幅×高さ×厚さ） 約５０×１０３×２５ｍｍ（折りたたみ時）

重さ 約１４２ｇ

連続通話時間／待受時間 約１２０分／約３８０時間

テレビ・ＦＭラジオ連続視聴時間 最大約６０分（フル充電時）

メイン ２．４インチ（３２０×２４０ドット） 
スーパーファインポリシリコンＴＦＴ液晶（最大２６万色） ディスプレイ 

サブ １．１インチ（１１２×１１２ドット）ＴＦＣＣ液晶（最大６万５０００色） 
画素数／タイプ 有効画素数１３１万画素／ＣＭＯＳ

ズーム 最大８倍デジタル（静止画撮影時）／最大１０倍デジタル（動画撮影時）モバイルカメラ 
最大撮影サイズ １２８０×９６０ドット

一画面最大表示文字数 
（全角・受信メール表示時） 

２５文字（５文字×５行）、７２文字（８文字×９行）、 
１１０文字（１１文字×１０行）、３０６文字（１８文字×１７行） 

最大メール保存件数（受信／送信） ２０００件／３００件※

静止画像保存容量（件数） １０ＭＢ・共有（最大約１０００件※）

外部メモリ ｍｉｎｉＳＤＴＭメモリカード （非同梱）

着信メロディ和音数 ６４和音

その他の主な機能 
Ｖアプリ（２５６ＫアプリＶｅｒ．２）、ムービー変装、今すぐ読メール、
モバイルルポ、赤外線通信（ＩｒＤＡ）、バイリンガル、お天気アイコン、
ＱＲコード読み取り、３Ｄ待ち受けキャラ「くーまん」 

カラーバリエーション ピンク＆ピンク（写真参照）、ブラック＆シルバー、ネイビー＆グリーン
※保存可能件数は、保存データのサイズにより変動します。 

 
３． 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、急速充電器、卓上ホルダー、リール式イヤホンアンテナ、ビデオ出力ケーブル
が含まれます。 

 
４． 発売時期 ： ２月中旬以降 
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Ｖ６０３T 
ピンク＆ピンク 
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＜ＴＶビュースタイル＞ 

 


