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ボーダフォン３Ｇ最軽量モデル「７０３ＳＨ」および 
業界初、光学２倍ズーム対応３．２メガピクセルカメラ搭載「９０３ＳＨ」発売 
 
 
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、第３世代（３Ｇ）携帯電話の新機種として、

ボーダフォン３Ｇケータイで最も軽量でコンパクトな「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３ＳＨ」（シャープ製）を、２００５年８月上旬以降

発売します。さらに、業界初※となる光学２倍ズーム・オートフォーカス対応の有効画素数３２０万画素ＣＣＤモバイル

カメラを搭載したハイスペック機種「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ９０３ＳＨ」（シャープ製）を、８月中旬以降発売します。 
 
なお、今回の新機種発売時期に合わせ、楽曲を１曲丸ごとダウンロード・再生できる「着うたフル®」コンテンツの

拡充を、８月中旬より順次図ってまいります。 
 
各機種の主な特長は、以下のとおりです。 
 
＜Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３ＳＨ＞ 
● ボーダフォン３Ｇケータイで最も軽量（約１０７ｇ）でコンパクトサイズを実現 
● ２．０インチＱＶＧＡ液晶や有効画素数１３０万画素のモバイルカメラ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®対応など、充実した基本スペック 
● 必要な機能を素早く呼び出せる「クイックオペレーション」や、ディズニー画像など３種類の中からメニュー画

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」に対応 
 
＜Ｖｏｄａｆｏｎｅ ９０３ＳＨ＞ 
● 光学２倍ズーム・オートフォーカス対応の有効画素数３２０万画素ＣＣＤモバイルカメラ搭載 
● 大迫力で臨場感のあるサウンドを楽しめる「３Ｄサラウンド対応ステレオサイドスピーカー」搭載 
● 高い視認性、高視野角を実現する２．４インチ「モバイルＡＳＶ液晶」搭載 
 
「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３ＳＨ」および「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ９０３ＳＨ」の詳細は、別紙をご参照ください。 
 
※２００５年７月２８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）。 

以 上 
 

 ２００５年７月２８日現在、海外のＧＳＭネットワークでは１１９の国と地域で音声通話、５５の国と地域でインターネット接続サービス「ボーダフォ
ンライブ！」の国際ローミングサービスを提供しています。また、海外の３Ｇ（Ｗ-ＣＤＭＡ）ネットワークでは２１の国と地域で音声通話、１８の国
と地域で「ボーダフォンライブ！」、５の国と地域で「ＴＶコール」（テレビ電話機能）の国際ローミングサービスを提供しています。 

 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。 

 アクオスおよび AQUOS は、シャープ株式会社の登録商標です。 
 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。 
 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 
 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JBlend™を搭載しています。 
 カスタムスクリーン、ＴＶコール、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。  

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



 

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

 ボーダフォン３Ｇケータイで最も軽量（約１０７ｇ）でコンパクトサイズを実現 
ボーダフォン３Ｇのラインアップで最軽量の約１０７ｇを実現。手のひらに収まりやすいコンパクトサイズで、

ポップなデザイン＆カラーを採用。本体は、オレンジ、グリーン、ホワイト、ブラックの４色からお選びい

ただけます。 
 

 ２．０インチＱＶＧＡ液晶や有効画素数１３０万画素のモバイルカメラ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®対応など、充実した基本スペック 
ディスプレーには、２．０インチＱＶＧＡ（３２０×２４０ドット）液晶を採用。また、モバイルカメラには最大ＳＸＧＡ

（１２８０×９６０ドット）サイズの静止画撮影が可能な、有効画素数１３０万画素のモバイルカメラを搭載。

さらに、パソコンとのワイヤレス通信を実現するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ®に対応しているなど、コンパクトなボディに充実

した機能が満載です。 
 

 必要な機能を素早く呼び出せる「クイックオペレーション」や、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」に対応 
待受画面で数字を入力していくと、桁数に応じて「簡易電卓」や「アラーム」など関連する機能が表示され、

素早く必要な機能を選ぶことができる「クイックオペレーション」や、ディズニー画像など３種類の中から

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、使いやすさと遊び

心を兼ね備えた３Ｇケータイです。 
※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。  

 コンパクトでありながら、ボーダフォン３Ｇサービスにフル対応 
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」や、

「ＴＶコール」（テレビ電話機能）、国際ローミングサービスのほか、楽曲を１曲丸ごとダウンロード・再生

できる「着うたフル®」サービスにも対応し、コンパクトでありながらボーダフォン３Ｇサービスにしっかりと

対応したニューモデルです。 
※「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ｌｉｖｅ！ＢＢ」のご利用には、外部メモリが必要です。 

 
２． 主な仕様 

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４７×９９×２３ｍｍ（折りたたみ時） 
重さ 約１０７ｇ 

Ｗ-ＣＤＭＡ網 約１５０分／約３００時間（折りたたみ時） 連続通話時間 
／待受時間 ＧＳＭ網 約２４０分／約２９０時間（折りたたみ時） 

メイン ２．０インチ（３２０×２４０ドット）ＴＦＴ液晶（最大２６万色） 
ディスプレー 

サブ １桁全角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 画素数 

／タイプ サブ 有効画素数１１万画素／ＣＭＯＳ 
ズーム 最大８倍デジタルズーム 

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 １６８文字（１４文字×１２行）  （全角・受信メール表示時） 
最大メール保存件数（受信／送信） １０００件／５００件※ 
静止画像保存容量（件数） ８ＭＢ・共有（最大約１０１０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 ４０和音 

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、赤外線通信（ＩｒＤＡ）、
Ｍａｃｒｏｍｅｄｉａ® ＦｌａｓｈＴＭ対応、ＰＣリンク機能、バイリンガル、 
文字変換ソフト（ケータイＳｈｏｉｎ３） 

カラーバリエーション オレンジタグ（写真参照）、グリーンタグ、ホワイトタグ、ブラックタグ

   ※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、ステレオイヤホンマイク、ユーティリティソフトウェア（ＣＤ-ＲＯＭ）が
含まれます。 
 

４． 発売日 ： ２００５年８月上旬以降 
 



 

                                                                 別紙２  
＜Ｖｏｄａｆｏｎｅ ９０３ＳＨ（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有効画素数３２０万画素ＣＣＤモバイルカメラ搭載 
業界最大クラス※１の有効画素数３２０万画素ＣＣＤモバイルカメラには、光学２倍ズーム機能およびオ

ートフォーカス機能に対応した５群６枚レンズを採用。高解像度非球面タイプを含むガラスレンズ５枚を

使用することで、被写体の中心部はもちろん周辺部までシャープな描写が可能となりました。また、放送用

ビデオカメラなどにも使われている「フレームインターライントランスファ方式」の採用により、スミア現象※２

を緩和。最大ＱＸＧＡ（２０４８×１５３６ドット）サイズの、高感度なカメラ撮影をお楽しみいただけます。 
※１：２００５年７月２８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：スミア現象：夜間の撮影などで、街灯や車のヘッドライトの光がカメラに直接入ると上下に“しま状”の線が入ってしまう、ＣＣＤ撮像

素子特有の現象。  
 大迫力で臨場感のあるサウンドを楽しめる「３Ｄサラウンド対応ステレオサイドスピーカー」搭載 

携帯電話本体のディスプレー部分の左右側面に、「３Ｄサラウンド対応ステレオサイドスピーカー」を搭載。

３Ｄサラウンド対応の着信音やゲームコンテンツがあらかじめ本体にプリインストールされており、いま

までにない大迫力で臨場感のあるサウンドを体感していただけます。  
 高い視認性、高視野角を実現する２．４インチ「モバイルＡＳＶ液晶」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

」を採用した２．４インチの大型ディスプレーには、液晶テレビ

「ＡＱＵＯＳ
ア ク オ ス

」（シャープ製）にも採用されたＡＳＶ（Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｓｕｐｅｒ Ｖ）液晶技術を応用した「モバイル

ＡＳＶ液晶」を搭載。明るい屋外や暗い室内などでも高い視認性を実現したほか、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。このため、様ざまなシーンで、自由な

アングルでのカメラ撮影や映像を楽しむことができます。 
 ※ＪＥＩＴＡ規格基準（コントラスト比５：１が確保できる角度）。  

 ボーダフォン３Ｇサービスにフル対応 
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」や、

「ＴＶコール」（テレビ電話機能）、国際ローミングサービスのほか、楽曲を１曲丸ごとダウンロード・再生

できる「着うたフル®」サービスにも対応し、ボーダフォン３Ｇサービスを存分にお楽しみいただけます。 
 
２． 主な仕様 

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５０×１０９×２９ｍｍ（折りたたみ時） 
重さ 約１４８ｇ 

Ｗ-ＣＤＭＡ網 約１５０分／約３００時間（折りたたみ時） 連続通話時間 
／待受時間 ＧＳＭ網 約２４０分／約２９０時間（折りたたみ時） 
ディスプレー ２．４インチ（３２０×２４０ドット）ＡＳＶ液晶（最大２６万色） 

メイン 有効画素数３２０万画素／ＣＣＤ 画素数 
／タイプ サブ 有効画素数１１万画素／ＣＭＯＳ 
ズーム 光学２倍ズーム、最大デジタル約５０倍ズーム 

モバイルカメラ 

最大撮影サイズ ２０４８×１５３６ドット 
一画面最大表示文字数 １６８文字（１４文字×１２行）  （全角・受信メール表示時） 
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（件数） ８ＭＢ・共有（最大約１０１０件）※１ 
外部メモリ ｍｉｎｉＳＤＴＭメモリカード （６４ＭＢ同梱） 
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）、メールアート、ＵＳＢ接続、Ｂｌｕｅｔｏｏｔh®、 
Ｍａｃｒｏｍｅｄｉａ® ＦｌａｓｈＴＭ対応、ＰＣリンク機能、赤外線通信（ＩｒＤＡ）、
カスタムスクリーン※２、テレビ出力、バイリンガル、 
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 レッド（写真参照）、ブラック、ホワイト 
   ※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：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。 



 

 
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、ステレオイヤホンマイク、Ｌ型ビデオ出力ケーブル、ユーティリティ
ソフトウェア（ＣＤ-ＲＯＭ）、ｍｉｎｉＳＤＴＭメモリカード（６４ＭＢ）が含まれます。 
 

４． 発売日 ： ２００５年８月中旬以降 
 



 

                                                                 別紙３  
＜参考：「着うたフル®」コンテンツ＞ 
 
８月中旬より順次、楽曲を１曲丸ごとダウンロード・再生できる「着うたフル®」コンテンツの拡充を図ってまいりま

す。 
 

● 提供予定コンテンツ 

 
コンテンツ名 アーティスト公式フル 
提供元 株式会社ＭＬＪ 

内容 
GLAY、Def Tech、マツケン、氣志團、SE7EN など人気

アーティストの「着うたフル®」を大量配信！ 

 提供開始時期 ８月中旬以降 
  ©m-up／©MLJ 

 
コンテンツ名 ＢＥＩＮＧ ＧＩＺＡ ＳＴＵＤＩＯ ＦＵＬＬ 
提供元 株式会社ゼット 

内容 
B’z、ZARD、倉木麻衣など BEING/GIZA studio の
「着うたフル®」サイトがオープン！ 最新のヒット曲か
ら懐かしの曲までフルラインアップでお届け！ 

 
 

 
提供開始時期 ８月中旬以降 

  ©ゼット 

 
コンテンツ名 レコード会社直営♪フル 
提供元 レーベルモバイル株式会社 

内容 
レコード会社直営♪の「着うたフル®」総合サイト。最新
曲から名曲まで、豊富なジャンルはレコード会社直営♪
ならでは。毎日更新なので、毎日チェックしちゃおう。 

 

 
提供開始時期 ８月下旬以降 

  ©LABEL MOBILE INC. 

 
コンテンツ名 絶対！洋楽フル 
提供元 レーベルモバイル株式会社 

内容 
レコード会社直営♪の洋楽専門｢着うたフル®｣サイト！
ヒットチャートから伝説の名盤まで洋楽「着うたフル®」
ならここでチェック！毎日更新！ 

 

 
提供開始時期 ８月下旬以降 

  ©LABEL MOBILE INC. 
 

※上記サイトのご利用には、情報料および通信料がかかります。 
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