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「ワンセグ」対応３Ｇケータイ「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ９０５ＳＨ」 
５月２７日より全国一斉発売 

～業界最長※１、「ワンセグ」連続視聴時間約４時間を実現～ 
 
ボーダフォン株式会社（本社：東京都港区、社長：孫 正義）は、２００６年の夏商戦向けモデルとして、携帯・移動体

向け地上デジタルテレビ放送サービス「ワンセグ」を視聴できる第３世代（３Ｇ）携帯電話「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ９０５ＳＨ」

（シャープ製）を、２００６年５月２７日（土）より全国で発売します。 
 
「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ９０５ＳＨ」の主な特長は、以下のとおりです。 
 
● 「ワンセグ」および地上アナログテレビに対応。さらに、「ワンセグ」連続視聴時間は、業界最長※１の約４時間を

実現 
● テレビ視聴に最適、液晶画面を横方向に９０度回転できる「サイクロイドスタイル」を採用 
● 液晶テレビ「ＡＱＵＯＳ

ア ク オ ス

」（シャープ製）で培われた液晶技術を応用した「モバイルＡＳＶ液晶」搭載の“ＡＱＵＯＳ 
ケータイ” 

● 業界初※２、「ワンセグ」のメモリーカード（別売）への録画、および電子番組表アプリからの予約録画が可能 
● 業界初※２、テレビを見ながらメール送受信や音声通話が可能 
 
※１ 明るさ２、かつイヤホン使用時。２００６年５月１８日現在、日本国内で販売されている「ワンセグ」対応携帯電話において（当社調べ）。 
※２ ２００６年５月１８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 ９０５ＳＨ」の詳細は、別紙をご参照ください。 
 
※ 「Vodafone 905SH」は、日本国内でのみご利用できます。 
※ 「ワンセグ」および地上アナログテレビ放送は、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。 
※ 契約解除後は、テレビ機能は利用できません。 
 

以 上 
 アクオスおよび AQUOS、サイクロイドおよび Cycloid はシャープ株式会社の登録商標です。 
 miniSD は、SD Card Association の商標です。 
 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す。 
 FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。 
 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。 

 Bluetooth®
機能は、すべての Bluetooth®

機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。 
 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。 
 Macromedia® FlashTMは、Adobe Systems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 
 QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 
 Powered by JBlendTM , ©1997-2006 Aplix Corporation. All rights reserved. 
 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。 
 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。 
 「Vodafone 905SH」は、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、株式会社アプリックスが開発したJBlend™を搭載しています。 
 Ｖアプリ、メガアプリ、ちかチャット、ちかゲーム、デルモジ、ＴＶコール、メールアート、カスタムスクリーン、ケータイカラオケ V-kara 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 
〒105-7317 東京都港区東新橋 1-9-1 東京汐留ビルディング 
www.vodafone.jp 



2 

                                                                 別 紙  
＜Ｖｏｄａｆｏｎｅ ９０５ＳＨ（シャープ製）の概要＞ 
 
１． 主な特長 

 「ワンセグ」および地上アナログテレビに対応。さらに、「ワンセグ」連続視聴時間は、業界最長※１の  
約４時間を実現 
携帯・移動体向け地上デジタルテレビ放送サービス「ワンセグ」に対応。加えて、地上アナログテレビチュー

ナーも搭載しているほか、このチューナーを利用してＦＭラジオを聴くこともできます※２。また、「ワンセグ」

連続視聴時間は、業界最長※１の約４時間を実現。ニュース番組やドラマだけでなく、サッカーや野球 
などの試合映像や、映画などの長時間番組も、時間いっぱい存分に楽しめます。 

 ※１ 明るさ２、かつイヤホン使用時。２００６年５月１８日現在、日本国内で販売されている「ワンセグ」対応携帯電話において（当社調べ）。 
 ※２ 「ワンセグ」および地上アナログテレビ放送、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。 

 
 テレビ視聴に最適、液晶画面を横方向に９０度回転できる「サイクロイドスタイル」を採用 

携帯電話本体を開いた状態で、液晶画面を横方向に９０度回転できる「サイクロイドスタイル」を採用。

待受状態で液晶画面を回転させることで、テレビを自動的に起動できます。さらに、横に回転した状態

では、４００×２４０ドットサイズのワイド画面で、アスペクト比※１６対９のワイド放送を画面いっぱいに 
視聴でき、迫力のある映像をお楽しみいただけます。一方、縦画面では映像、字幕表示、データ放送を

同時に表示できるので、好みや目的に応じて画面方向を選択でき、本体を手に持つスタイルでも、台の

上に置いた状態でも、どちらも自然なスタイルでテレビ視聴を楽しめます。 
※ 画面や画像の縦と横の長さ（ピクセル数）の比。 

 
 液晶テレビ「ＡＱＵＯＳ

ア ク オ ス

」で培われた液晶技術を応用した「モバイルＡＳＶ液晶」搭載の“ＡＱＵＯＳ ケータイ” 
液晶テレビ「ＡＱＵＯＳ

ア ク オ ス

」（シャープ製）で培ったＡＳＶ（Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｓｕｐｅｒ Ｖ）液晶技術を応用した、高精細・

ワイド画面の大型２．６インチ「モバイルＡＳＶ液晶」を搭載。高い視認性と、上下左右１６０度※、どの角度

から見ても色調が変わりにくい広視野角を実現しました。また、屋外でも色鮮やかな画面を実現する６色

カラーフィルターの採用と、周囲の明るさを感知して目に優しく見やすい画面を実現する明るさセンサーの

搭載により、「ワンセグ」や地上アナログテレビ放送を、屋内外問わず快適にお楽しみいただけます。 
※ ＪＥＩＴＡ規格基準（コントラスト比５：１が確保できる角度）。 

 
 業界初※１、「ワンセグ」のメモリーカード（別売）への録画、および電子番組表アプリからの予約録画が可能 

「ワンセグ」をｍｉｎｉＳＤＴＭメモリカード（別売）へ録画できます※２。また、放送中のテレビ番組の録画だけ

でなく、電子番組表アプリからの予約録画（１回あたり最大４時間）にも対応しているので、見たい番組を

逃しません。加えて録画した映像は、早見・早聞き再生機能で見たいシーンを素早く取り出し、視聴でき

ます。さらに、「ワンセグ」のデータ放送も録画でき、番組関連情報などを後から楽しむことができます。 
※１ ２００６年５月１８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）。 
※２ ｍｉｎｉＳＤＴＭメモリカードには、地上アナログテレビ放送も録画できます。メモリーカードへの録画時間の目安は、容量５１２ＭＢのｍｉｎｉＳＤＴＭ

メモリカード利用時に、約２時間４０分録画できます。なお、録画した映像は、コピー・転送、メール添付を行うことはできません。 

 
 業界初※、テレビを見ながらメール送受信や音声通話が可能 

テレビ視聴中でも、メールの送受信や音声通話発着信が可能。大切なメールや電話を逃すことなく安心

して「ワンセグ」や地上アナログテレビ放送を楽しめるだけでなく、テレビ番組を話題にした新たなコミュ

ニケーションの機会を創出します。  ※ ２００６年５月１８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）。 
 

 横画面で楽しい、「ＴＶコール」（テレビ電話機能）やカメラ撮影、ゲームアプリに対応 
「サイクロイドスタイル」の特長を生かし、横画面で「ＴＶコール」を楽しむことができます。さらに、静止画の

ワイド撮影に対応しているほか、横画面で楽しくプレイすることができるゲームアプリに対応。サッカーや

テニス、カーレースなどの体験版ゲームアプリをあらかじめ携帯電話本体にプリインストールしており、

横画面ならではの臨場感でゲームを楽しめます。 
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２． 主な仕様 

通信方式 Ｗ-ＣＤＭＡ方式 ※日本国内のみ利用可能 
サイズ（幅×高さ×厚さ） 約４９×１０５×２７ｍｍ（折りたたみ時） 
重さ 約１４０ｇ 
連続通話時間／待受時間 約１８０分／約３６０時間（折りたたみ時） 
「ワンセグ」連続視聴時間 約４時間（明るさ２、イヤホン使用時） 
地上アナログテレビ連続視聴時間 約９０分（明るさ２、イヤホン使用時） 

メイン ２．６インチ（２４０×４００ドット）モバイルＡＳＶ液晶（最大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２０２万画素／ＣＣＤ 画素数 

／タイプ サブ 有効画素数１１万画素／ＣＭＯＳ 

ズーム 静止画：最大デジタル約２０倍ズーム（ソフトズーム２倍含む） 
動画：最大デジタル４．６倍ズーム 

モバイルカメラ 

最大撮影サイズ １２２４×１６３２ドット 

１画面最大表示文字数 
（全角・受信メール表示時） 

７０文字（７．５文字×１０行）／１１７文字（９．５文字×１３行）／ 
１７６文字（１１．５文字×１６行：標準サイズ）／ 
２５２文字（１４．５文字×１８行）／４５６文字（１９．５文字×２４行） 

最大メール保存件数（受信／送信） １０００件／５００件※１ 
静止画像保存容量（枚数） 最大約２０ＭＢ・共有（最大約２５２０枚）※１ 
外部メモリ ｍｉｎｉＳＤＴＭメモリカード（別売） 
着信メロディ和音数 １２８和音 

その他の主な機能 

Ｖアプリ（メガアプリ）、Vodafone live! FeliCa、ちかチャット※２、 
近距離通信ゲーム「ちかゲーム」、Vodafone live! CAST、 
Vodafone Address Book、デルモジ表示、着うたフル®、ＵＳＢ接続、
顔認証機能、メールアート、カスタムスクリーン、ＰＣリンク機能、 
ミュージックプレイヤー、ケータイカラオケ Ｖ-ｋａｒａ、 
赤外線通信（ＩｒＤＡ）、バイリンガル、Ｍａｃｒｏｍｅｄｉａ® ＦｌａｓｈＴＭ対応、
ＱＲコード読み取り・作成 

カラーバリエーション（画像参照） ブラック、ホワイト、アクアマリン 
※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 本サービスを利用するためのＶアプリには、１８歳未満のお子さまによる本アプリの利用を保護者の方が制限することができる「利用制限

機能」を搭載しています。なお、携帯電話の「操作用暗証番号」を用いて「Ｖアプリオールリセット」を行うと、利用制限機能で設定している
暗証番号もリセットされ、利用制限機能が解除されます。 

 

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、ＴＶアンテナ付きステレオイヤホンマイク、ユーティリティーソフト
ウェア（ＣＤ-ＲＯＭ）が含まれます。 

 
４． 発売日 ： ２００６年５月２７日（土）より 
 



4 

 
＜参考：プリインストールアプリ＞ ※カテゴリー別、順不同 
 

コンテンツ名称／サービス名称 提供元 カテゴリー（メイン） カテゴリー
（サブ） 

2006 ゲームロフト リアルサッカー※１ ゲームロフト ワイド画面対応 V アプリ ゲーム 
ニンジャウォーリアーズ タイトー ワイド画面対応 V アプリ ゲーム 
リアルテニス LIVE セガ ワイド画面対応 V アプリ ゲーム 
頭文字 D3 Restore※１ 講談社 ワイド画面対応 V アプリ ゲーム 
ちかチャット ボーダフォン Bluetooth®対応 V アプリ チャット 
最強！エアホッケー※１ 日本エンタープライズ Bluetooth®対応 V アプリ ゲーム 
アスファルト アーバン GT2※１ ゲームロフト Bluetooth®対応 V アプリ ゲーム 
EX 野球ミラクル対戦無料版※１ 元気モバイル Bluetooth®対応 V アプリ ゲーム 
Super ボンバーマン BT※１ ハドソン Bluetooth®対応 V アプリ ゲーム 
アルカノイド-LINK-※１ タイトー Bluetooth®対応 V アプリ ゲーム 
メテオスモバイル※１ キューエンタテインメント Bluetooth®対応 V アプリ ゲーム 
お試し版 対戦パックマン※１ バンダイナムコゲームス Bluetooth®対応 V アプリ ゲーム 
対戦☆ゲームパック※１ サクセス Bluetooth®対応 V アプリ ゲーム 
電子マネー「Edy」 ビットワレット Vodafone live! FeliCa － 
TVnano 番組表 ナノ・メディア 電子番組表 － 
コミックサーフィン for ボーダフォン プライムワークス/セルシス 電子コミック － 
V-Kara player 2 ボーダフォン カラオケ － 

※１ 体験版Ｖアプリ。 
● 体験版Ｖアプリは情報料無料でご利用いただけます。ただし、別途通信料がかかる場合があります。また、製品版Ｖアプリのご利用

には、通信料および情報料がかかります。 

● 体験版Ｖアプリには、機能や利用回数などに制限がある場合があります。 
※２ 本サービスを利用するためのＶアプリには、１８歳未満のお子さまによる本アプリの利用を保護者の方が制限することができる「利用制限

機能」を搭載しています。なお、携帯電話の「操作用暗証番号」を用いて「Ｖアプリオールリセット」を行うと、利用制限機能で設定している

暗証番号もリセットされ、利用制限機能が解除されます。 
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Ｖｏｄａｆｏｎｅ ９０５ＳＨ 

ブラック 
（シャープ製） 

 
 
 
 

 
左から、ブラック／ホワイト／アクアマリン 

 
 
 


