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個性的なストレートタイプの「７０２ＮＫ（Ｎｏｋｉａ ６６３０）」販売開始
～新３Ｇ携帯電話発売に合わせ、新サービスも開始！～
ボーダフォン株式会社（本社：東京都港区、社長：津田志郎）は、第３世代携帯電話の新ラインアップ（Ｖｏｄａｆｏｎｅ
９０２・８０２・７０２シリーズ）の第一弾として、「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫ（Ｎｏｋｉａ ６６３０）」（ノキア製）を、１２月８日（水）
に関東・甲信地域で、１０日（金）に東海、関西地域で発売し、その後他の地域においても順次販売開始します。
また、これに合わせて大容量メールの送受信をはじめとする新「ボーダフォンライブ！」や「ＴＶコール」の国際ロー
ミング、動画などのデータを読み込みながらリアルタイムに再生するストリーミングサービスも、１２月８日（水）より
開始します。
「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫ（Ｎｏｋｉａ ６６３０）」の最大の特長は、機能美あふれるストレートタイプのコンパクトボディに、
有効画素数１３０万画素のモバイルカメラを搭載していることです。また、パソコンの予定表などを共有できる「ＰＣ
リンク機能」に対応していることから、いつでも手元でスケジュールなどを確認できます。
「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫ（Ｎｏｋｉａ ６６３０）」の主な特長は、以下のとおりです。
● 機能美あふれるストレートタイプのコンパクトボディに、有効画素数１３０万画素のモバイルカメラを搭載
● パソコンで管理している予定表やアドレス帳などを共有できる「ＰＣリンク機能」に対応
● 日本国内はもちろん海外でも音声通話、メール、ウェブサービスが利用可能
「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫ（Ｎｏｋｉａ ６６３０）」の詳細、および発売に合わせて開始する新３Ｇラインアップ対応のサー
ビス概要は、別紙をご参照ください。
※「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ９０２・８０２・７０２シリーズ」は、第３世代携帯電話機の世界標準規格（３GPP)を基にボーダフォングループの世界統一仕様として設
計されたものです。今までお使いいただいていたボーダフォンの製品と使用方法や機能が異なる場合があります。
※日本国内における３Ｇサービスエリアの人口カバー率は、２００４年１１月末現在で９９．７２％です。また、２００４年１２月７日現在、海外のＧＳＭネット
ワークでの音声通話は１１１の国と地域で、「ボーダフォンライブ！」は４５の国と地域で国際ローミングが可能です。さらに、海外の３Ｇ（Ｗ-ＣＤＭＡ）
ネットワークでの音声通話および「ボーダフォンライブ！」は９の国と地域で、ＴＶコールは３か国で国際ローミングが可能です。
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Windows は、Microsoft Windows operating system の略称として表記しています。
Microsoft、Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
Lotus Notes は IBM Corporation の商標です。
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。
Powered by JBlendＴＭ
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。
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JBlendＴＭを搭載しています。
ＴＶコール、Ｖアプリ、メールアート、ハッピーパケット、パケットエコノミー、パケットフリー、メガアプリは、ボーダフォン株式会社の商標または登録
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。
ボーダフォングループは２００４年９月末現在、世界２６か国で約３．９８５億人以上の加入者（出資全子会社の合計加入者数）を持ち、さらに１３か国
の事業者と提携して世界をリードする携帯電話会社です。

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
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＜Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫ（Ｎｏｋｉａ ６６３０）［ノキア製］の概要＞
１． 主な特長
! 機能美あふれるストレートタイプのコンパクトボディに、有効画素数１３０万画素のモバイルカメラを搭載
機能美あふれる個性的なストレートタイプで、扱いやすく設計されたキーレイアウトを採用。また、手の平
にすっぽり収まる丸みを帯びたコンパクトボディには、有効画素数１３０万画素のモバイルカメラを搭載。
デジタル６倍ズームに対応し、静止画はもちろん最大１時間の動画が撮影できます。
!

パソコンで管理している予定表やアドレス帳などを共有できる「ＰＣリンク機能」に対応
ス イ ー ト
専用ソフト「ＰＣ Ｓｕｉｔｅ」※（同梱）を使用し、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®を搭載していることから、パソ
コンやＰＤＡにもワイヤレスで接続できます。
®

※対応ＯＳ ： Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００／ＸＰ
®
®
®
®
※対応アプリケーション ： Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｕｔｌｏｏｋ Ｅｘｐｒｅｓｓ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｕｔｌｏｏｋ ９８／２０００／２００２／２００３、
®
Ｌｏｔｕｓ Ｎｏｔｅｓ ５．０／６．０、Ｌｏｔｕｓ Ｏｒｇａｎｉｓｅｒ ５．０／６．０

!

日本国内はもちろん海外でも音声通話、メール、ウェブサービスが利用可能
海外でも、日本国内と同様に音声通話やメール、ウェブサービスが楽しめる国際ローミングに対応。ま
た、「ＴＶコール」※の国際ローミングにも対応していることから、出張や旅行などの海外渡航先でも日本
にいるときと同様にテレビ電話機能を利用できます。
※ＴＶコールには、別途ＴＶカメラ付きスタンド（オプション品）が必要です。

２． 主な仕様
国内
海外
サイズ（幅×高さ×厚さ）
重さ
連続通話時間／ Ｗ-ＣＤＭＡ網
待受時間
ＧＳＭ網
ディスプレイ
画素数／タイプ
モバイルカメラ
ズーム
最大撮影サイズ
一画面最大表示文字数（全角）
受信
最大メール
保存件数
送信
静止画像保存容量（件数）
外部メモリ
着信メロディ和音数
通信方式

その他の主な機能
カラーバリエーション

Ｗ-ＣＤＭＡ方式
Ｗ-ＣＤＭＡ方式、ＧＳＭ方式（９００／１８００／１９００ＭＨｚ）
約６０×１１０×２１ｍｍ
約１２７ｇ
約１９０分／約２６０時間
約３６０分／約２６０時間
２．１インチ（２０８×１７６ドット）ＴＦＴ液晶（６万５５３６色）
有効画素数１３０万画素／ＣＭＯＳ
最大デジタル６倍ズーム
１２８０×９６０ドット
７０文字（１０文字×７行）
ＭＭＳ：５０件、ＳＭＳ：２０００件
ＭＭＳ：５０件、ＳＭＳ：２０００件
１０ＭＢ・共有（最大約２４０件）※１
ＲＳ－ＭＭＣ※２ （３２ＭＢ同梱）
４８和音
Vアプリ（メガアプリ）、ＴＶコール、ＵＳＢ接続、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®、
メールアート、バイリンガル、日本語・英語入力予測変換
アルミニウムグレイ（写真参照）、ボルドールージュ

※１：共有メモリ容量は、実際の空き容量と異なる場合があります。また、画像のサイズによって保存可能件数は異なります。
※２：ＲＳ-ＭＭＣ：Ｒｅｄｕｃｅｄ Ｓｉｚｅ Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ Ｃａｒｄ の略。幅１８ｍｍ×高さ２４ｍｍ×厚さ１．４ｍｍの小型のメモリカード。

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、ＲＳ－ＭＭＣ（３２ＭＢ）、ＲＳ－ＭＭＣ用アダプタ、ＵＳＢ Ｄｒｉｖｅｒ ＆
ＰＣ Ｓｕｉｔｅ ｆｏｒ Ｎｏｋｉａ ６６３０、ＵＳＢケーブル ｆｏｒ Ｎｏｋｉａ、ステレオイヤホンマイク ｆｏｒ Ｎｏｋｉａが含まれます。

４． 発売日
１２月８日（水）に関東・甲信地域で、１０日（金）に東海、関西地域で発売し、その後他の地域においても順次
販売開始。
※本体色により発売日が異なる場合があります。
※発売日は変更になる場合があります。
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＜新３Ｇラインアップ（Ｖｏｄａｆｏｎｅ ９０２・８０２・７０２シリーズ）対応の新サービス概要＞
１． 国際ローミングＴＶコール
「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫ（Ｎｏｋｉａ ６６３０）」の発売により、日本初※の「ＴＶコール」の国際ローミングがご利用い
ただけるようになります。 ※２００４年１２月７日現在（当社調べ）。
!

提供地域
英国（Ｖｏｄａｆｏｎｅ ＵＫ）、オランダ（Ｖｏｄａｆｏｎｅ Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ）、スペイン（Ｖｏｄａｆｏｎｅ Ｓｐａｉｎ）
※サービス提供地域は今後も拡大していきます。

!

通信料
通話種別
渡航先から日本に向けた「ＴＶコール」発信
渡航先での「ＴＶコール」着信

!

料金
５２５円／分
３３０円／分

サービス開始日
２００４年１２月８日（水）より

２． ストリーミングサービス
動画コンテンツなどのデータを読み込みながらリアルタイムに再生することができるストリーミングサービスを、
「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫ（Ｎｏｋｉａ ６６３０）」の発売に合わせて開始します。
!

主な対応コンテンツ
タイトル

ＷＯＷＯＷ ＣＩＮＥＭＡ ＶＯＩＣＥ

提供元

株式会社ケータイＷＯＷＯＷ
現在上映されている映画の出演者に対するインタビュー映像を
配信。「プロ」として頂点を極めた映画人へのＷＯＷＯＷ独自取
材を通じ、他では一切見ることができない重みのあるメッセージ
を、映像を愛するすべての方々へお送りするサイト

内 容

（C）２００４ＷＯＷＯＷ

!

通信料（国内でのご利用の場合）
３Ｇサービス向けウェブ通信料に準拠 ： ０．２円（税込０．２１円）／１パケット（１２８バイト）
※ハッピーパケットレギュラー、ハッピーパケットスーパー、パケットエコノミーの割引対象になります。また、パケットフリーの定額制対象になります。
※ウェブサービスのご利用には「ボーダフォンライブ！基本料（９０２・８０２・７０２シリーズ）：月額３００円（税込３１５円）」の申し込みが必要です。

!

サービス開始日
２００４年１２月８日（水）より

３． 新３Ｇラインアップ向けコンテンツ
!

提供コンテンツ数合計 ： 約１，０００コンテンツ
※２００４年１２月８日現在の提供数。対応コンテンツは、順次追加予定です。
※「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫ」では、一部ご利用できないコンテンツがあります。
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Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫ
（Ｎｏｋｉａ ６６３０）
アルミニウムグレイ
（ノキア製）
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