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ボーダフォン初！おサイフケータイ® 

「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３ＳＨｆ」 １１月１１日より全国一斉発売 
～新サービス「ボーダフォンライブ！ ＦｅｌｉＣａ」も同時スタート～ 

 
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、モバイルＦｅｌｉＣａ ＩＣチップを搭載した第３世代

（３Ｇ）携帯電話「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３ＳＨｆ」（シャープ製）を、２００５年１１月１１日（金）より全国で発売します。また、

「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３ＳＨｆ」を利用して、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新サービス「ボーダフォンライブ！ ＦｅｌｉＣａ」を、同日より開始します。 
 
「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「おサイフケータイ®」です。 
 
「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３ＳＨｆ」の主な特長は、以下のとおりです。 
 
● ボーダフォン初！モバイルＦｅｌｉＣａ ＩＣチップを搭載した「おサイフケータイ®」 
● 「おサイフケータイ®」で最軽量※の約１０９ｇを実現。また、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 
● 音楽を楽しむための「ミュージックプレイヤー」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、多彩な機能を搭載 
 
「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３ＳＨｆ」の詳細、および「ボーダフォンライブ！ ＦｅｌｉＣａ」のサービス概要は、別紙をご参照ください。 
 
※ ２００５年１１月１０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１１月１０日現在、海外のＧＳＭネットワークでは１２８の国と地域で音声通話、５６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２３の国と地域で音声通話、２０の国と
地域で「ボーダフォンライブ！」、６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。 

 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。 
 「おサイフケータイ」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。 
 「Ｅｄｙ（エディ）」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。 
 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。 

 miniSD は、SD アソシエーションの商標です。 
 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。 
 QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 
 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 , ©1997-2005 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。 
 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、Ｖアプリ、メガアプリ、ＴＶコール、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。 
 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。  
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                                                                 別紙１  
＜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チップを搭載した「おサイフケータイ®」 
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」に対応しています。また、

電話機を紛失した場合には電話やメールでモバイルＦｅｌｉＣａ ＩＣチップを遠隔ロックできるなど※、セキュリ

ティー機能も充実していることから、生活に密着したさまざまなシーンで、携帯電話を「おサイフケータイ®」

としてますます便利にご利用いただけます。   ※ 圏外や電源オフ、オフラインモード設定時にはご利用できません。  
 「おサイフケータイ®」で最軽量の約１０９ｇを実現。また、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 
「おサイフケータイ®」では最軽量※の約１０９ｇを実現。また、ボーダフォン３Ｇ携帯電話のラインアップで

最小幅の約４７ｍｍで、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、

コンパクトでありながら充実した基本スペックを採用しました。 
※ ２００５年１１月１０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）。  

 音楽を楽しむための「ミュージックプレイヤー」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、多彩な機能を搭載 
「ボーダフォンライブ！」からダウンロードした「着うたフル®」や、パソコン経由でメモリカードに取り込んだ

楽曲データ※１を再生できる「ミュージックプレイヤー」を搭載。また、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」※２や、待受画面で数字を

入力すると、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」など、便利で楽しい機能が満載です。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）にも対応し、コンパクトでありながら３Ｇサービスにしっかりと

対応しています。 
※１ ＡＡＣ形式およびＳＤ-Ａｕｄｉｏ準拠のＭＰ３/ＡＡＣ形式の楽曲データを再生できます。また、楽曲データのメモリカードへの取り込みは、

パソコン上で音楽管理ソフトウェアを利用し、対応したデータ形式に変換・保存する必要があります。ただし、ご使用になるソフト 
ウェアによっては、楽曲データを「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３ＳＨｆ」で正しく再生できない場合があります。 

※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。 
 
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４７×１０１×２４ｍｍ（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）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）

メイン ２．０インチ（３２０×２４０ドット）モバイルＡＳＶ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 
（全角・受信メール表示時） 

７２文字（９文字×８行）／１１０文字（１１文字×１０行：標準サイズ）／
１６８文字（１４文字×１２行） 

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）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®、メールアート、ＵＳＢ接続、ＰＣリンク機能、
赤外線通信（ＩｒＤＡ）、Ｍａｃｒｏｍｅｄｉａ® ＦｌａｓｈＴＭ対応、バイリンガル、 
ＱＲ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（写真参照） ウェーブレッド、カーボンブラック、コルクベージュ 
   ※ 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１１月１１日（金）より 
 



 

                                                                 別紙２  
＜「ボーダフォンライブ！ ＦｅｌｉＣａ」のサービス概要＞ 
 
１． 主な特長 

 携帯電話をかざすことで、交通系サービスや電子マネー、ポイントサービス等の生活に密着したサービスが
利用可能 

 「ボーダフォンライブ！」メニューリスト内に本サービスのメニューを新設 
 各種サービスのＩＣアプリで、利用履歴や残高などが、携帯電話のディスプレーで確認可能※１ 
 携帯電話の通信機能を活用したオンラインチャージや各種手続きが可能 
 遠隔および直接操作による機能ロックが可能※２。ロック状態は、ディスプレーのアイコンで確認できるほか、

手元に携帯電話がなくてもメールや電話で確認可能※３ 
 携帯電話をかざすことで、各種機能（メール、Ｖアプリ、ブラウザ、バイブレーション、テキスト）を起動可能※ 
 Ｖアプリの特長を活かした大容量ＩＣアプリの提供が可能 

※１ ご利用のサービスにより、通信料がかかる場合があります。 
※２ 圏外や電源オフ、オフラインモード設定時にはご利用できません。 
※３ 機種により一部非対応の場合があります。 

 
２． 提供サービス一覧（提供元・５０音順）                               ※ ２００５年１１月１１日時点 

サービス名［カテゴリ］ 提供元 内容 
 ＧＥＯモバイル会員証

［会員証/ポイントカード］

株式会社ゲオ 会員証やポイントカードの代わりはもち
ろん、「GEO ネット会員」ならさまざまな
特典をGETできます。「Edy」対応なので、
支払いも「おサイフケータイ®」をかざす
だけで OK！   （11 月 16 日より開始予定） 

 セガモバ 
［会員証/ポイントカード］

株式会社セガ 「Edy」対応のゲーム機なら、「おサイフ
ケータイ®」でゲームが楽しめます。金額
に応じてセガモバポイントも加算され、
「セガモバ会員」ならではの特典も獲得
できます。 

 ＡＮＡ全日空 
［交通］ 

全日本空輸株式会社 「スマート e サービス」で予約から搭乗手
続きまでとってもスムーズに。「おサイフ
ケータイ®」の「Edy」で支払うとマイルが
たまる「ケータイ de Edyマイル」サービス
も受けられます。 

 ｃｌｕｂＤＡＭメンバーズ

［会員証/ポイントカード］

株式会社第一興商 第 一 興 商 が 展 開 す る 「 clubDAM 
MEMBERSHIP」サービスの会員カード
が「おサイフケータイ®」に。DAM ステーショ
ンにて多彩なコンテンツを楽しめます。有料
コンテンツのお支払いは「Edy」で行えます。

 
 

ＴＯＷＮＰＯＣＫＥＴ 
［会員証/ポイントカード］

テックファーム株式

会社 
様々 なお店の会員証を「おサイフケータイ®」
1 台にまとめることが可能。気になった
お店は、ブックマークすればお店の情報が
たまります。 

 ＪＡＬ日本航空 
［交通］ 

株式会社日本航空

ジャパン／ 

株式会社日本航空

インターナショナル 

飛行機に「タッチ＆ゴー」で搭乗できる
「JAL ICチェックインサービス」から、空港
でのお買い物やホテルでのお支払いが
できる「JAL IC 利用クーポン」までスマ
ートに。 

 電子マネー「Edy」 
［電子マネー］ 

ビットワレット株式

会社 
全国約25,000 店舗※の Edy 加盟店にて
お支払いが出来るプリペイド型電子マネー。
お店のレジにある専用の端末にタッチす
るだけで楽々スピーディーなお支払いが
できます。 ※2005 年 11 月 1 日現在 

 ヨドバシカメラ ゴールド

ポイントカード 
［会員証/ポイントカード］

株式会社ヨドバシ 
カメラ 

ヨドバシカメラの「ゴールドポイントカード」が
「おサイフケータイ®」に。既にゴールドポイ
ントカードをお持ちのお客様はご利用中の
ゴールドポイントカードを「おサイフケータイ®」
に変更可能。「Edy」でのお支払いも OK。 

   ※ 「ボーダフォンライブ！ ＦｅｌｉＣａ」対応の各種サービスの詳細は、各サービス提供会社にご確認ください。 
 
３． サービス開始日 ： ２００５年１１月１１日（金）より  



 

 
 
 
 
 

  Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０３ＳＨｆ 
  （シャープ製） 

 
左から、ウェーブレッド／カーボンブラック／コルクベージュ 

 
 


