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２００５年度秋・冬商戦向け新機種発売について 
～ボーダフォン初、モバイルＦｅｌｉＣａ ＩＣチップ搭載の３Ｇケータイも登場！～ 

 
ボーダフォン株式会社（本社：東京都港区、社長：ビル･モロー）は、２００５年度の秋・冬商戦に向け、第３世代（３Ｇ）

携帯電話の新機種「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫⅡ（Ｎｏｋｉａ ６６８０）」（ノキア製）を１０月下旬以降、「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３ＳＨｆ」

（シャープ製）および「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３Ｎ」（ＮＥＣ製）を１１月上旬以降発売します。また、第２世代携帯電話の  
新機種「Ｖ６０４ＳＨ」（シャープ製）を、１１月中旬以降発売します。 
 
「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３ＳＨｆ」は、ボーダフォンで初めてモバイルＦｅｌｉＣａ ＩＣチップを搭載した「ボーダフォンライブ！ＦｅｌｉＣａ」

対応の３Ｇ携帯電話です。 
 
ボーダフォンは、今回発表した４機種と、９月７日に発表した「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ９０３Ｔ」（東芝製）および「Ｖｏｄａｆｏｎｅ  
８０３Ｔ」（東芝製）の合計６機種を、２００５年度の秋・冬商戦向け新ラインアップとして展開します。 
 
各機種の主な特長は、以下のとおりです。 
 
＜Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫⅡ（Ｎｏｋｉａ ６６８０）＞ 
● 洗練されたデザインのストレートタイプのボディに、「ＴＶコール」（テレビ電話機能）に便利なフロントカメラを搭載 
● ワードファイルやエクセルファイルなどのオフィスドキュメントが読める、コンパクトでありながらビジネスユー

ザーに 適な便利機能が満載のスマートフォンモデル  
＜Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３ＳＨｆ＞ 
● ボーダフォン初！モバイルＦｅｌｉＣａ ＩＣチップ搭載の「ボーダフォンライブ！ＦｅｌｉＣａ」対応モデル 
● やさしく手にフィットする幅４７ｍｍのコンパクト＆スリムボディに、１．３メガピクセルカメラ、２．０インチ「モバイル

ＡＳＶ液晶」など、充実した基本スペックを採用  
＜Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３Ｎ＞ 
● 手にしっくりとなじむ、上質レザーのような質感＆素材感を実現した「レザータッチ・デザイン」を採用 
● 撮影した静止画像に音声を合成できる「ピクチャボイス®」機能や、動画撮影中の決定的瞬間を逃さず撮影できる

「チャンスキャプチャ®」機能など、便利で楽しい機能が満載  
＜Ｖ６０４ＳＨ＞ 
● 光学２倍ズーム・オートフォーカス対応の、業界 大クラス※３．２メガピクセルカメラ搭載 
● 地上アナログテレビチューナーや、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」、大型２．４

インチ「モバイルＡＳＶ液晶」、人気キャラクターでケータイをカスタマイズできる「カスタムスクリーン」など、多彩な
エンターテインメント機能が満載 
※２００５年９月２０日現在、日本国内で販売されている携帯電話において（当社調べ）。 

 
「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫⅡ（Ｎｏｋｉａ ６６８０）」、「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３ＳＨｆ」、「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３Ｎ」、「Ｖ６０４ＳＨ」の詳細は、
別紙をご参照ください。  

以 上  
 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す。 
 FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。 
 ピクチャボイス、チャンスキャプチャは、日本電気株式会社の登録商標です。 
 ＴＶコール、カスタムスクリーンは、ボーダフォン株式会社の登録商標または商標です。 
 Vodafone、Vodafone live!（ボーダフォンライブ！）、およびス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。  

ボーダフォン株式会社 
〒105-6205 東京都港区愛宕 2-5-1 
www.vodafone.jp 



 

                                                                 別紙１  
＜Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫⅡ（Ｎｏｋｉａ ６６８０）［ノキア製］の概要＞ 
 
１． 主な特長 

 洗練されたデザインのストレートタイプのボディに、「ＴＶコール」に便利なフロントカメラを搭載 
携帯電話本体は、コンパクト＆スタイリッシュなストレートタイプを採用。ライフスタイルにこだわりを持つ

人にふさわしい、美しく洗練された、落ち着きのあるデザインのボーダフォン３Ｇ携帯電話です。本体 
背面には、フラッシュ搭載の有効画素数１３０万画素のモバイルカメラを搭載しているほか、前面にも 
カメラを搭載していることから、静止画撮影や動画撮影だけでなく「ＴＶコール」（テレビ電話機能）も存分に

お楽しみいただけます。 
 

 ワードファイルやエクセルファイルなどのオフィスドキュメントが読める、コンパクトでありながらビジネス
ユーザーに 適な便利機能が満載のスマートフォンモデル 
ワードファイルやエクセルファイル、パワーポイントなどのオフィスドキュメントが読めることから、パソコンを

持ち歩くことなく、会議資料などを外出先で確認することができます。また、パソコンで管理している予定表や

アドレス帳などのデータを、携帯電話に同期させて持ち歩ける「ＰＣリンク機能」※に対応。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®  

にも対応しており、パソコンやＰＤＡなどへのワイヤレス接続を実現します。また、「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫ

（Ｎｏｋｉａ ６６３０）」と同じく、基本ソフトにはＳｙｍｂｉａｎ ＯＳを採用。コンパクトでありながら、ビジネス  
ユーザーを強力にサポートするスマートフォンモデルです。 
※「ＰＣリンク機能」をご利用いただくためにあらかじめパソコンにインストールが必要なソフトウエアには、一部対応していないＯＳおよび

アプリケーションがあります。 

 
２． 主な仕様（予定） 

国内 Ｗ-ＣＤＭＡ方式 
通信方式 

海外 Ｗ-ＣＤＭＡ方式、ＧＳＭ方式（９００／１８００／１９００ＭＨｚ） 
サイズ（幅×高さ×厚さ） 約５５×１０８×２１ｍｍ 
重さ 約１３３ｇ 

Ｗ-ＣＤＭＡ網 約１９０分／約２６０時間 連続通話時間 
／待受時間 ＧＳＭ網 約３６０分／約２６０時間 
ディスプレー ２．１インチ（２０８×１７６ドット）ＴＦＴ液晶（ 大２６万色） 

メイン（背面） 有効画素数１３０万画素／ＣＭＯＳ モバイルカメラ 
（画素数／タイプ） サブ（前面） 有効画素数３０万画素／ＣＭＯＳ 
外部メモリ ＲＳ－ＭＭＣ（６４ＭＢ同梱） 

その他の主な機能 Ｖアプリ（メガアプリ）、Ｅメール・クライアント、メールアート、 
ＵＳＢ接続、バイリンガル 

カラー ライトブロンズ（画像参照） 
   ※「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫⅡ（Ｎｏｋｉａ ６６８０）」は開発中のため、上記仕様は変更される可能性があります。 
   ※ＲＳ-ＭＭＣ ： Ｒｅｄｕｃｅｄ Ｓｉｚｅ ＭｕｌｔｉＭｅｄｉａ Ｃａｒｄ の略。幅１８ｍｍ×奥行２４ｍｍ×厚さ１．４ｍｍの小型のメモリカード。 

 
３． 発売時期 ： ２００５年１０月下旬以降 
 

 
 Bluetooth は米国 Bluetooth SIG, Inc.が所有している商標であり、ボーダフォン株式会社はそのライセンスに基づいて使用しています。 
 Java および Java に関連する商標は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。 
 Ｖアプリ、メガアプリ、メールアートは、ボーダフォン株式会社の登録商標または商標です。 

 



 

                                                                 別紙２  
＜Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３ＳＨｆ（シャープ製）の概要＞ 
 
１． 主な特長 

 ボーダフォン初！モバイルＦｅｌｉＣａ ＩＣチップ搭載の「ボーダフォンライブ！ＦｅｌｉＣａ」対応モデル 
携帯電話本体に、モバイルＦｅｌｉＣａ ＩＣチップを搭載。電子マネーを使ってショッピングができたり、飛行機の

チケットやポイントカードとして利用したりできる「ボーダフォンライブ！ＦｅｌｉＣａ」に対応し、携帯電話を 
お財布代わりに、日常生活の中でますます便利にご利用いただけます。 

 
 やさしく手にフィットする幅・約４７ｍｍのコンパクト＆スリムボディに、１．３メガピクセルカメラ、２．０インチ

「モバイルＡＳＶ液晶」など、充実した基本スペックを採用 
ボーダフォン３Ｇ携帯電話のラインアップで 小幅の約４７ｍｍを実現。女性も持ちやすいコンパクト＆

スリムボディには、接写撮影に対応した有効画素数１３０万画素のモバイルカメラや、高視認性と広視

野角を実現する２．０インチ「モバイルＡＳＶ液晶」など、充実した基本スペックを採用しました。また、ＡＡＣ

形式や、ＳＤ-Ａｕｄｉｏに準拠したＭＰ３形式の楽曲ファイルの再生が楽しめる「ミュージックプレイヤー」、

メニュー画面のアイコンなどを好みに合わせて変えられる「カスタムスクリーン」※など、多彩な機能が満載

です。さらに、国際ローミングサービスや「ＴＶコール」（テレビ電話機能）、パソコンでダウンロードした 
大容量の音楽や動画コンテンツをケータイで楽しめる「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ｌｉｖｅ！ＢＢ」、楽曲を１曲丸ごとダウン

ロード・再生できる「着うたフル®」など、ボーダフォン３Ｇサービスにしっかりと対応しています。 
※画面素材などをダウンロードしてカスタマイズする機能には対応しておりません。 

 
２． 主な仕様（予定） 

国内 Ｗ-ＣＤＭＡ方式 
通信方式 

海外 Ｗ-ＣＤＭＡ方式、ＧＳＭ方式（９００／１８００／１９００ＭＨｚ） 
サイズ（幅×高さ×厚さ） 約４７×１０１×２４ｍｍ（折りたたみ時） 
重さ 約１０９ｇ 

Ｗ-ＣＤＭＡ網 約１５０分／約３３０時間（折りたたみ時） （暫定値） 連続通話時間 
／待受時間 ＧＳＭ網 約２４０分／約３００時間（折りたたみ時） （暫定値） 

メイン ２．０インチ（３２０×２４０ドット）モバイルＡＳＶ液晶（ 大２６万色） 
ディスプレー 

サブ １行全角６文字（７２×１２ドット）モノクロ液晶 
メイン 有効画素数１３０万画素／ＣＭＯＳ モバイルカメラ 

（画素数／タイプ） サブ 有効画素数１１万画素／ＣＭＯＳ 
外部メモリ ｍｉｎｉＳＤＴＭメモリカード（非同梱） 

その他の主な機能 Ｖアプリ（メガアプリ）、メールアート、ＵＳＢ接続、ＰＣリンク機能、 
Ｍａｃｒｏｍｅｄｉａ® ＦｌａｓｈＴＭ対応、赤外線通信（ＩｒＤＡ）、バイリンガル

カラーバリエーション ウェーブレッド（画像参照）、カーボンブラック、コルクベージュ 
   ※「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３ＳＨｆ」は開発中のため、上記仕様は変更される可能性があります。 

 
３． 発売時期 ： ２００５年１１月上旬以降 
 
 

 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。 

 ｍｉｎｉＳＤは、ＳＤアソシエーションの商標です。 
 Macromedia® FlashTM

は、Macromedia,Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
 Powered by JBlendTM 
 JBlend および JBlend に関連する商標は、日本およびそ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。 
 Ｖアプリ対応のボーダフォン携帯電話は、株式会社アプリックスが開発し、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。 

 



 

                                                                 別紙３  
＜Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３Ｎ（ＮＥＣ製）の概要＞ 
 
１． 主な特長 

 手にしっくりとなじむ、上質レザーのような質感＆素材感を実現した「レザータッチ・デザイン」を採用 
携帯電話本体表面には、上質レザーのようなやわらかさ、しっとり感を実現した「レザータッチ・デザイン」を

採用。手にしっくりとなじむ質感と、その素材感の美しさは、思わず手にしたくなる新感覚のマテリアル

デザインモデルです。 
 

 撮影した静止画像に音声を合成できる「ピクチャボイス®」機能や、動画撮影中の決定的瞬間を逃さず

撮影できる「チャンスキャプチャ®」機能など、便利で楽しい機能が満載 
撮影した静止画像に、音声メッセージを合成できる「ピクチャボイス®」機能を搭載。また、動画撮影時の

機能として、決定的瞬間が撮れるまで撮影を続行し、希望のシーンが撮影できた時点から約１分間※  

さかのぼった動画を保存できる「チャンスキャプチャ®」機能も搭載。さらに、よく使う機能のショートカット

アイコンを待ち受け画面に貼り付けて、パソコンのように簡単操作で機能を呼び出せる「コンパクトデスク

トップ」機能や、メール機能やＶアプリなど、同時に起動した複数のアプリケーションを簡単に切り替える

ことができる「マルチタスク®」機能など、便利で楽しい機能が満載です。 
※設定値および撮影内容により、保存秒数は変わります。 

 
２． 主な仕様（予定） 

通信方式 Ｗ-ＣＤＭＡ方式 ※国内のみ利用可能 
サイズ（幅×高さ×厚さ） 約５０×１００×２８ｍｍ（折りたたみ時） 
重さ 約１３０ｇ 
連続通話時間／待受時間 約１４０分／約４３０時間（折りたたみ時） 

メイン ２．２インチ（３２０×２４０ドット）ＴＦＴ液晶（ 大６万５５３６色） 
ディスプレー 

サブ １．０インチ（１２０×９０ドット）ＴＦＴ液晶（ 大６万５５３６色） 
メイン 有効画素数１２４万画素／ＣＭＯＳ モバイルカメラ 

（画素数／タイプ） サブ 有効画素数１０万画素／ＣＭＯＳ 
外部メモリ ｍｉｎｉＳＤＴＭメモリカード（非同梱） 

その他の主な機能 Ｖアプリ（メガアプリ）、ＴＶコール、メールアート、ＵＳＢ接続、 
ＰＣリンク機能、赤外線通信（ＩｒＤＡ）、バイリンガル 

カラーバリエーション レザーレッド（画像参照）、ベルベットブルー 
   ※「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３Ｎ」は開発中のため、上記仕様は変更される可能性があります。 

 
３． 発売時期 ： ２００５年１１月上旬以降 
 
 

 マルチタスクは、日本電気株式会社の登録商標です。 

 



 

                                                                 別紙４  
＜Ｖ６０４ＳＨ（シャープ製）の概要＞ 
 
１． 主な特長 

 光学２倍ズーム・オートフォーカス対応の、業界 大クラス３．２メガピクセルカメラ搭載 
業界 大クラス※の有効画素数３２０万画素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。液晶画面が

１８０度反転する「Ｓｗｉｖｅｌ
ス ウ ィ ー ベル

 Ｓｔｙｌｅ
ス タ イ ル

」の特長を活かし、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撮影を楽しむことができます。 
※２００５年９月２０日現在、日本国内で販売されている携帯電話において（当社調べ）。 

 
 地上アナログテレビチューナーや、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」、大型

２．４インチ「モバイルＡＳＶ液晶」、人気キャラクターでケータイをカスタマイズできる「カスタムスクリーン」

など、多彩なエンターテインメント機能が満載 
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※１。また、携帯電話本体の傾きや動きを感知する「モー

ションコントロールセンサー」を搭載。テレビ視聴中の画面の縦・横表示も、本体の向きや傾きに合わせて

自動的に切り替えることができます。さらに、カメラ撮影やテレビ視聴を強力にサポートする、高視認性と

広視野角を実現した大型２．４インチ「モバイルＡＳＶ液晶」や、人気キャラクターでメニュー画面のアイコン

などを好みに合わせて変えられる「カスタムスクリーン」、ＡＡＣ形式や、ＳＤ-Ａｕｄｉｏに準拠したＭＰ３形式の

楽曲ファイルの再生が楽しめる「ミュージックプレイヤー」※２など、多彩なエンターテインメント機能が満載

です。 
※１：テレビ放送・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。 
※２：ミュージックプレイヤーで、ＳＤ-Ａｕｄｉｏに準拠したＭＰ３形式の楽曲ファイルを再生するには、ミュージックキーのダウンロード（有料）が

必要です。 

 
２． 主な仕様（予定） 

通信方式 ＰＤＣ方式 
サイズ（幅×高さ×厚さ） 約５０×１０３×２６ｍｍ（折りたたみ時、アンテナ部含む） 
重さ 約１４３ｇ 
連続通話時間／待受時間 約１３０分／約４５０時間（折りたたみ時） 
テレビ・ＦＭラジオ連続視聴時間 大約６０分（フル充電時） 

メイン ２．４インチ（３２０×２４０ドット）モバイルＡＳＶ液晶（ 大２６万色） 
ディスプレー 

サブ １行全角６文字（７２×１２ドット）モノクロ液晶 
モバイルカメラ（画素数／タイプ） 有効画素数３２０万画素／ＣＣＤ 
外部メモリ ｍｉｎｉＳＤＴＭメモリカード（３２ＭＢ同梱） 

その他の主な機能 
Ｖアプリ（２５６ＫアプリＶｅｒ．２）、着うた®、カスタムスクリーン、 
ケータイカラオケ Ｖ-ｋａｒａ Ｖｅｒ．２、テレビ出力、お天気アイコン、 
赤外線通信（ＩｒＤＡ）、バイリンガル 

カラーバリエーション ターコイズ＆ブラック（画像参照）、ホワイト＆シルバー、ブラック＆レッド

   ※「Ｖ６０４ＳＨ」は開発中のため、上記仕様は変更される可能性があります。 

 
３． 発売時期 ： ２００５年１１月中旬以降 
 
 

 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。 

 ケータイカラオケＶ-ｋａｒａ、お天気アイコンは、ボーダフォン株式会社の登録商標または商標です。 
 「Ｖ６０４ＳＨ」はＰＤＣ方式に対応し、日本国内でのみご利用いただけます。 



 

 
 

Vodafone 
702NKⅡ 

(Nokia 6680) 
ライトブロンズ 

（ノキア製） 

 

 
 

Vodafone 
703SHf 

ウェーブレッド 
（シャープ製） 



 

 
 

Vodafone 
703N 

レザーレッド 
（ＮＥＣ製） 

 

 
 

V604SH 
ターコイズ＆ブラック 

（シャープ製） 

 
 


