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カタチを着せ
素材を着せ替え

 

 
ボーダフォン株式会社（本社：東京都港区、社長

専用のカバーを用いることで携帯電話の「カタチ

パネルを用いることで携帯電話の「素材感」を着せ

上旬以降発売します。 
 
各機種の主な特長は、以下のとおりです。 
 
＜Ｖ５０１Ｔ＞ 
● 「着ぐるみカバー」で、ケータイをまったく別の

● 街中などでも通話中の相手の声を聞き取りや

● 誰でも安心して使用できる、大きな文字と簡単

 
＜Ｖ５０１ＳＨ＞ 
● ケータイの素材感を自由に変えられる「テクス

● 「テクスチャーパネル」のイメージに応じて壁

● 携帯電話本体の傾きや動きを感知できる「モ

プリやメールアプリをプリインストール 
 
「Ｖ５０１Ｔ」および「Ｖ５０１ＳＨ」の詳細は、別紙を
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替えられる「Ｖ５０１Ｔ」 
られる「Ｖ５０１ＳＨ」発売 

：ビル・モロー）は、ＰＤＣ方式（第２世代）に対応した新機種として、

」を着せ替えることができる「Ｖ５０１Ｔ」（東芝製）、および専用の

替えることができる「Ｖ５０１ＳＨ」（シャープ製）を、それぞれ７月
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                                                                 別紙１  
＜Ｖ５０１Ｔ（東芝製）の概要＞ 
 
１． 主な特長 

 「着ぐるみカバー」で、ケータイをまったく別のカタチに変身可能 
シンプルな形状をした折りたたみタイプの携帯電話本体の外側に、フィット感のあるシリコン素材の立

体的な「着ぐるみカバー」を装着することで、まったく別のカタチに変身させることができます。３種類の

標準セットには「着ぐるみカバー」をそれぞれ１タイプずつ同梱。さらに牛、タイヤ、チーズ、芝、吸盤など

をイメージした個性的な形状の「着ぐるみカバー」をオプションでお選びいただけることから、遊び心とと

もに楽しく気軽に「カタチ」を着せ替えることができます。  
 街中などでも通話中の相手の声を聞き取りやすい「はっきり受話」と「ディスプレイスピーカー」搭載 
液晶画面のパネルが振動して画面全体から音が出る「ディスプレイスピーカー」を搭載。街中など通話

中の相手の声を聞きとりにくい場所では、「はっきり」ボタンを押すことで、レシーバー（受話口）から聞こ

える受話音量が大きくなることに加え「ディスプレイスピーカー」からも相手の声を聞くことができ、快適

に会話を楽しむことができます。また、ゲームで遊ぶ時やムービー再生時なども、映像とともにディスプ

レー全体から出る臨場感のあるサウンドをお楽しみいただけます。 
 

 誰でも安心して使用できる、大きな文字と簡単操作の「シンプルモード３」搭載 
大きな文字と簡単操作の「シンプルモード３」を搭載。よく使う機能だけを表示するシンプルメニューに加え、

大型２．４インチのＱＶＧＡ（３２０×２４０ドット）液晶画面で表示される文字はくっきり見やすく、ケータイ

初心者や年配の方でも安心して使っていただけます。また、よくかける相手の電話番号をボタンひとつ

で呼び出せるワンタッチダイヤルが２件まで設定できます。 
 
２． 主な仕様 

サイズ（幅×高さ×厚さ） 約５１×１０２×２６ｍｍ（折りたたみ時、サブディスプレイのパネル部分含まず）

重さ 約１２５ｇ

連続通話時間／待受時間 約１２０分／約３８０時間

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） ディスプレー 

サブ １．１インチ（１１２×１１２ドット）ＴＦＣＣ液晶（６万５５３６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：標準サイズ）／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※１

静止画像保存容量（件数） １０ＭＢ・共有（最大約１０００件※１）

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）、着うた®、今すぐ読メール、 
迷惑メール対策、モバイルルポ、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 
（色×同梱「着ぐるみカバー」） 

ブルー×「ポリゴン」（写真参照）、ホワイト×「ソーダ」、 
シルバー×「タイル」 

着ぐるみカバー（オプション）※２ ブル、タイヤ、チーズ、吸盤、芝、グミ、波、マーメイド、恐竜の卵
※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：同梱の「着ぐるみカバー」は、オプション品としても購入できます。 

 

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、着ぐるみカバー（１種類）、電池パック、急速充電器が含まれます。 

 
４． 発売時期 ： ７月上旬以降 
 

 



                                                                 別紙２  
＜Ｖ５０１ＳＨ（シャープ製）の概要＞ 
 
１． 主な特長 

 ケータイの素材感を自由に変えられる「テクスチャーパネル」採用 
携帯電話本体の一部を、素材感の異なる「テクスチャーパネル」を用いて自由に着せ替えることができ

ます。「テクスチャーパネル」は合計１４種類あり、それぞれがレザー、磨
す

りガラス、大理石といったさま

ざまな素材感を表現しており、『素材を着せ替える』というコンセプトのもと、着せ替えるごとに異なった

手ざわりをお楽しみいただけます。２種類の標準セットには「テクスチャーパネル」を２枚ずつ同梱。さら

にオプションでお選びいただけるパネルを用いて、ファッションや日常のさまざまなシーンに合わせてケ

ータイをコーディネイトできます。  
 「テクスチャーパネル」のイメージに応じて壁紙やアイコンをカスタマイズできる「カスタムスクリーン」対応 
ディスプレー上の壁紙やアイコンなどを、「テクスチャーパネル」のイメージに応じてお好みの組み合わ

せに設定できる「カスタムスクリーン」に対応。同梱のｍｉｎｉＳＤＴＭメモリカードには、それぞれの「テクス

チャーパネル」のイメージに合わせた壁紙などのグラフィックデータ、機動戦士ガンダムやハローキティ

（提供：バンダイネットワークス株式会社）、ディズニーといった人気アニメのグラフィックデータ※をプリイ

ンストールしており、携帯電話本体の外観と画面のトータルコーディネイトや、その日の気分に合わせ

た画面カスタマイズをお楽しみいただけます。さらに、「Ｖ５０１ＳＨ」の発売に合わせ、さまざまなパネル

や壁紙などを提供するウェブサイトを開設予定で、カスタマイズの楽しさが一層広がります。 
  ※ディズニー、機動戦士ガンダム、ハローキティの「カスタムスクリーン」のご利用には、カスタムスクリーンキーのダウンロード（有料）が必要です。 

 携帯電話本体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」に対応した、新感覚のゲー
ムアプリやメールアプリをプリインストール 
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。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「モーションコントロールショートカット」

や、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行える「モーションコントロールカーソル」

などの便利機能をご利用いただけます。また、このセンサーを活用したＶアプリとして野球、ゴルフ、ガン

シューティングなど４種類の体験版ゲームアプリ、および体験版メールアプリを携帯電話本体にプリイ

ンストール。「モーションコントロールセンサー」が新感覚の操作性を実現します。 
 
２． 主な仕様 

サイズ（幅×高さ×厚さ） 約５０×１０２×２６ｍｍ（折りたたみ時）

重さ 約１３７ｇ

連続通話時間／待受時間 約１３０分／約４５０時間

メイン ２．４インチ（３２０×２４０ドット）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 
画素数／タイプ 有効画素数１３０万画素／ＣＣＤ

ズーム 最大デジタル８倍ズームモバイルカメラ 
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） 

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） １０ＭＢ・共有（最大約１７００件※１）

外部メモリ ｍｉｎｉＳＤＴＭメモリカード （３２ＭＢ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、 
ケータイカラオケ Ｖ-ｋａｒａ Ｖｅｒ．２（採点機能付き）、自動応答メール、
迷惑メール対策、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 
（色×同梱「テクスチャーパネル」） 

ホワイトシルバー×「ホワイト」／「ベージュストーン」（写真参照） 
ブラック×「ブラック」／「ダークウッド」 

テクスチャーパネル（オプション）※３ 
ブラッククロコダイル、レッドクロコダイル、メタル、カーボン、 
ターコイズストーン、ホワイトストーン、フロスティッドブルー、 
フロスティッドピンク、ブラックフレーム、ホワイトフレーム 

※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：同梱の「テクスチャーパネル」は、オプション品としても購入できます。 

 



 
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、テクスチャーパネル（２種類）、電池パック、急速充電器、ｍｉｎｉＳＤＴＭメモリカード（３２ＭＢ）、

Ｌ型ビデオ出力ケーブルが含まれます。 

 
４． 発売時期 ： ７月上旬以降 
 
 
［参考：モーションコントロールセンサー対応 プリインストール体験版Ｖアプリ概要］ 
●ゲームアプリ 

コンテンツ名 ピポサルアカデミ～ア 
－どっさり！サルゲ～大全集－バナナにかける橋 

提供元 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 

 
内容 大好物のバナナをゲッチュするために、ケータイをバ

ランスよく傾けてゴールを目指せ！ 
TM&©2005 Sony Computer Entertainment Inc. 

 
コンテンツ名 野球パラダイス２００５ ～フリフリバージョン～ 
提供元 株式会社ジー・モード

  

内容 
試合中、ギリギリのプレーになった時、ケータイをメガ
ホンのように振り選手を応援すると、ナイスプレーが発
生する確率がアップ！ 

©G-mode 
 

コンテンツ名 振るスイング！ゴルフ＋ 
提供元 株式会社タイトー 

  

内容 
ケータイ初の体感ゴルフゲーム「振るスイング！ゴルフ」
に萌えバージョンが登場？！ ケータイでスイングする
と、ゲームの中のキュートなキャラも一緒にスイング♪ 

©2005 JFE Setonaikai Golf Club 
©TAITO 2005 

 
コンテンツ名 Ｔｈｅ Ｈｏｕｓｅ Ｏｆ Ｔｈｅ Ｄｅａｄ ＭＯＢＩＬＥ 
提供元 株式会社セガ 

  

内容 
モーションコントロールによるまったく新しい操作感
の本格３Ｄアクションシューティングゲームが、ケー
タイコンテンツの新境地を開く！ 

©SEGA 
 
 
●メールアプリ 

コンテンツ名 ケータイポストペットプラス 
提供元 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社 

  

内容 
ケータイを立ててペットを近くに呼んだり、振ってちょ
っかいを出したり・・・モーションコントロールセンサ
ー対応で、あなたとペットの距離を縮めます。 

©Sony Communication Network Corporation 

 

 



※上記体験版Ｖアプリのご利用は無料です。なお、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。 
※上記画像は、実際のものと異なる場合があります。 

 
 

Ｖ５０１Ｔ 
ブルー 
（東芝製） 

 
 

 
右：本体＋「ポリゴン」 

 
 
 

Ｖ５０１ＳＨ 
ホワイトシルバー 
（シャープ製） 

 
 

 
中央：本体＋「ホワイト」、右：本体＋「ベージュストーン」 

 


