News release
２００６年６月１日
Ｎｏ．０６-０１３

コンパクトでカラフルな音楽ケータイ「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０５Ｔ」
６月３日より発売
ボーダフォン株式会社（本社：東京都港区、社長：孫 正義）は、第３世代（３Ｇ）携帯電話の新機種「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０５Ｔ」
（東芝製）を、関東・甲信地域において２００６年６月３日（土）より発売します。その他の地域については、準備が
整い次第発売する予定です。
「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０５Ｔ」は、手のひらに収まりやすいコンパクトボディーに、本体を閉じたままでも音楽プレーヤー
操作ができる「ミュージックコンソール」を搭載。また、３色のポップなカラーバリエーションのうち「スプラッシュピンク」
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は、人気ファッションブランド「ＳＴＮＹ ｂｙ Ｓａｍａｎｔｈａ Ｔｈａｖａｓａ」とのコラボレーションモデルとして、オリジナル
デザインの壁紙やメニュー画面、メール送受信アニメなどを本体にプリインストールしています。
「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０５Ｔ」の主な特長は、以下のとおりです。
● ファッションブランド「ＳＴＮＹ ｂｙ Ｓａｍａｎｔｈａ Ｔｈａｖａｓａ」がプロデュースした壁紙やメニュー画面、メール送
受信アニメなどをプリインストールしたコラボレーションモデル採用
● コンパクトボディーに、音楽を気軽に楽しめる「ミュージックコンソール」や「ステレオツインスピーカー」を搭載
● 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対応
なお、「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０５Ｔ」の発売に合わせ、「ＳＴＮＹ ｂｙ Ｓａｍａｎｔｈａ Ｔｈａｖａｓａ」オリジナル商品の限定販売
などを行う「ＳＴＮＹ ＰＩＮＫ ＷＡＬＫＥＲ キャンペーン」を実施します。
「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０５Ｔ」および「ＳＴＮＹ ＰＩＮＫ ＷＡＬＫＥＲ キャンペーン」の詳細は、別紙をご参照ください。
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２００６年６月１日現在、海外のＧＳＭネットワークでは１５１の国と地域で音声通話、５９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２７の国と地域で音声通話、２６の国と
地域で「ボーダフォンライブ！」、１３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。
miniSD は、SD Card Association の商標です。
QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
TM
モバイル ルポ は、株式会社東芝の商標です。
®
®
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。
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。
デルモジ、Ｖアプリ、メガアプリ、ＴＶコール、カスタムスクリーン、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。

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
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＜Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０５Ｔ（東芝製）の概要＞
１． 主な特長
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ファッションブランド「ＳＴＮＹ ｂｙ Ｓａｍａｎｔｈａ Ｔｈａｖａｓａ」とのコラボレーションモデル登場
「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０５Ｔ」のスプラッシュピンクは、人気ファッションブランド「Ｓａｍａｎｔｈａ Ｔｈａｖａｓａ」がプロ
デュースするモバイル専用ブランド「ＳＴＮＹ」とのコラボレーションモデルとして、オリジナルデザインの
壁紙やメニュー画面、メール送受信アニメ、写真フレームなどを本体にプリインストールしています。外
側のポップなカラーリングだけでなく、ケータイの内側からも「Ｓａｍａｎｔｈａ Ｔｈａｖａｓａ」の世界をお楽しみ
いただけます。
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コンパクトボディーに、音楽を気軽に楽しめる「ミュージックコンソール」や「ステレオツインスピーカー」を
搭載
手のひらに収まりやすいコンパクトボディーに、ケータイを閉じたまま音楽プレーヤー操作ができる「ミュー
ジックコンソール」を搭載。「ボーダフォンライブ！」のウェブからダウンロードした「着うたフル®」や、ＣＤ
からパソコン経由でメモリーカード（別売）に取り込んだ楽曲データ※を気軽に楽しめます。また、本体背面
には「ステレオツインスピーカー」を搭載。さらに、音楽を聴きながらメール送受信やウェブ接続もでき、
コンパクトでありながら充実の機能を備えた「音楽ケータイ」です。
※ ＡＡＣ形式およびＭＰ３形式の楽曲データを再生できます。
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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対応
「Vodafone live! BB」「電子コミック」など従来のボーダフォン３Ｇサービスはもちろん、夜間にケータイに
自動配信されたコンテンツを、雑誌感覚で好きなときに楽しめる「Vodafone live! CAST」、受信したメー
ルを３Ｄアニメーションで楽しめる「デルモジ表示」などにもしっかり対応しています。

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
ＧＳＭ網
／待受時間
メイン
ディスプレー
サブ
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・受信メール表示時）
最大メール保存件数 ＭＭＳのみ
（受信／送信）
ＳＭＳのみ
静止画像保存容量（件数）
外部メモリー
着信メロディー和音数
通信方式

その他の主な機能
カラーバリエーション（写真参照）

Ｗ-ＣＤＭＡ方式
Ｗ-ＣＤＭＡ方式、ＧＳＭ方式（９００／１８００／１９００ＭＨｚ）
約４７×９８×２３ｍｍ（折りたたみ時）
約１２１ｇ
約１７０分／約３７０時間（折りたたみ時）
約３００分／約２５０時間（折りたたみ時）
２．０インチ（３２０×２４０ドット）ポリシリコン液晶（最大２６万色）
１．３インチ（９６×１６０ドット）モノクロ液晶
有効画素数１３１万画素／ＣＭＯＳ
静止画：最大デジタル５倍ズーム、動画：最大デジタル３．３倍ズーム
１２８０×９６０ドット
５６文字（７文字×８行）、９０文字（１０文字×９行：標準サイズ）、
３０４文字（１６文字×１９行）
最大約６００件／１５０件※１
最大約１０００件／５００件※１
約４０ＭＢ・共有（最大１０００件）※１
ｍｉｎｉＳＤＴＭメモリカード（別売）
６４和音
Ｖアプリ（メガアプリ）、ＴＶコール※２、カスタムスクリーン、メールアート、
ＵＳＢ接続、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®、ＰＣリンク機能、テレビ出力、バイリンガル、
ＱＲコード読み取り※３、電子辞書、モバイル ルポＴＭ
スプラッシュピンク、ラッスルグリーン、アーバンブラック

※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 メインディスプレー側に自分撮り用のサブカメラを搭載していないため、ＴＶコールをご利用の際には自分の顔を相手に送信できません。
※３ マクロレンズ使用時。

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、マルチステレオイヤホンマイク、マクロレンズ、ＵＳＢケーブル、
ユーティリティーソフトウェア（ＣＤ-ＲＯＭ、音楽転送ソフト「Ｂｅａｔ Ｅｎｇｉｎｅ」含む）が含まれます。

４． 発売日 ： 関東・甲信地域は２００６年６月３日（土）より（その他の地域は準備が整い次第）

Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０５Ｔ
（東芝製）

左から、スプラッシュピンク／ラッスルグリーン／アーバンブラック
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＜「ＳＴＮＹ ＰＩＮＫ ＷＡＬＫＥＲ キャンペーン」概要＞
１． プレミアムパッケージの限定販売
「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０５Ｔ」スプラッシュピンクと、「ＳＴＮＹ ｂｙ Ｓａｍａｎｔｈａ Ｔｈａｖａｓａ」オリジナルストラップが同梱
されたプレミアムパッケージを、関東・甲信地域のボーダフォンショップおよびＶステージにて、限定１０００台
発売します。

プレミアムパッケージ

オリジナルストラップ

２． 「ＳＴＮＹ ｂｙ Ｓａｍａｎｔｈａ Ｔｈａｖａｓａ」オリジナルグッズプレゼント
Ｔｏｓｈｉｂａ Ｕｓｅｒ Ｃｌｕｂ Ｓｉｔｅ※１にて、もれなくオリジナル壁紙をプレゼントします。さらに、抽選で２０００名さまに
オリジナルハートミラーストラップをプレゼントします。※２
● 対象 ： 「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０５Ｔ」ご利用のお客さま※３
● 期間 ： ２００６年６月３日（土） 〜 ８月３１日（木） １８：００
※１ Ｔｏｓｈｉｂａ Ｕｓｅｒ Ｃｌｕｂ ＳｉｔｅのＵＲＬは、「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０５Ｔ」本体にブックマーク登録されています。
※２ 壁紙のダウンロード、抽選の応募には、Ｔｏｓｈｉｂａ Ｕｓｅｒ Ｃｌｕｂ Ｓｉｔｅへの会員登録（無料）が必要です。
※３ スプラッシュピンク、ラッスルグリーン、アーバンブラックをご利用のお客さま

オリジナルハートミラー
ストラップ

３． 「ＳＴＮＹ ｂｙ Ｓａｍａｎｔｈａ Ｔｈａｖａｓａ」オリジナル商品の限定販売
「Ｓａｍａｎｔｈａ Ｔｈａｖａｓａ」公式モバイルサイト「Ｓａｍａｎｔｈａ Ｔｈａｖａｓａ Ｗｏｒｌｄ Ｗａｌｋｅｒ」にて、バッグや財布、
キーケースなどのオリジナル商品を限定販売します。※１
● 期間
： ２００６年６月３日（土） 〜 ８月３１日（木） １８：００※２
● アクセス方法

： 「ボーダフォンライブ！」トップメニューから
メニューリスト ⇒ ショッピング・チケット ⇒ ファッション・アクセサリー
⇒ サマンサタバサ

※１ 商品の購入には、「Ｓａｍａｎｔｈａ Ｔｈａｖａｓａ Ｗｏｒｌｄ Ｗａｌｋｅｒ」への会員登録（月額３１５円）が必要です。
※２ 各商品の販売は、売り切れ次第終了いたします。

＜参考：オリジナル商品一覧＞

※ プレミアム携帯ストラップおよびキーケースは、「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０５Ｔ」ご利用の
お客さまのみ購入できます。

プレミアム携帯
ストラップ※

トートバッグ

キーケース※

ミニボストンバッグ

長札財布

口金財布

ハートストラップ

