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大人の女性にむけたスマートフォンサービスを開始
新機種『DM009SH』を 2 月中旬から発売開始
～最先端のディズニーのエンターテイメント体験をスマートフォンで提供～
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：ポール・キャンドランド、以
下、ディズニー）は、2 月中旬から、「ディズニー・モバイル」のスマートフォンサービスを開始し、新機種
「DM009SH」（シャープ株式会社製）を発売します。
2 月中旬から発売開始する新機種「DM009SH」は、CCD960 万画素高精細カメラ、ワンセグ、おサイフケータ
イ®、赤外線通信、デコレメールなど女性ユーザーから支持の高い携帯電話の機能をご利用いただけます。ま
た、ディズニーの世界観を体験していただけるディズニー・モバイル限定のホーム画面や、きせかえ、メールな
どのオリジナルアプリもご用意しました。デザインはさりげなくミッキーアイコンが施された大人の女性向けで、オ
リジナルカバーで自分らしさを表現したいニーズにもお応えします。さらに、3D テクノロジーや Android™ 2.2 な
どの最先端のテクノロジーもご使用いただけます。

DM009SH

© Disney

※画像はイメージです。
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DM009SH の詳細
大人の女性向けの新たなスマートフォン体験を提供する
DM009SH を 2 月中旬に発売開始
～CCD960 万画素の高精細カメラ、デコレメール、赤外線、ワンセグ等に対応し、
ディズニーならではの世界観やエンターテイメントを提供～

DM009SH

© Disney

DM009SH の主な特徴
女性ユーザー向けの機能を網羅


CCD960 万画素高精細カメラを搭載。高感度、低ノイズの美しい写真が撮影可能です。ハイビジョン
サイズ（1,280×720 ドット）の高画質動画の撮影にも対応。



ワンセグ、おサイフケータイ®、赤外線通信、デコレメールなど女性ユーザーからの支持が高い機能
を網羅。

ディズニー・モバイルだから楽しめるディズニー体験


ディズニーの世界観を体験できるディズニー・モバイル限定のホーム画面「Disney Mobile ホーム」。
時間に合わせて変化するライブ壁紙やディズニーオリジナルデザインのウィジェットを楽しめます。



メール、カメラ、スケジューラー、きせかえなどディズニーらしさが満載の Disney アプリを楽しめます。
また、メールはプリインストールしている約 800 のディズニーの絵文字や壁紙、テンプレートなどを
@disney.ne.jp のアドレスから送ることができます。



ミッキーアイコンが施された大人の女性向けのデザイン。数量限定のオリジナルケース 6 種類の中
から自分に合ったデザインを楽しめます。

最先端のテクノロジーを搭載


3D テクノロジー搭載の 3.8 インチ大画面液晶を採用。専用メガネ不要で、迫力のある動画やゲーム
を楽しめます。



最新の Android™ 2.2 を搭載。Flash® Player 10.1 に対応し、快適なウェブブラウジングやアプリの
利用ができます。

※画像はイメージです。

2

●全てがハイスペックで、慣れ親しんだ携帯電話機能も充実
・960 万画素高精細カメラ搭載。高感度、低ノイズの美しい写真が撮影可能です。また、ハイビジョンサイズ
（1,280×720 ドット）の高画質動画の撮影にも対応します。
・ワンセグ、おサイフケータイ®、赤外線、デコレメールなど従来の携帯電話サービスで慣れ親しんだ機能を搭載
しています。赤外線通信を使えば、従来の携帯電話機とのデータのやり取りもスムーズに行えます。
・3.8 インチ大画面液晶を採用し、ディスプレイに 3D テクノロジーを搭載。動画やゲームを迫力の 3D 映像で楽し
めます。また、3D 写真の撮影や、2D で撮った静止画や動画を 3D に変換することもできます。購入してすぐに
楽しめるコンテンツとして、2011 年 3 月 12 日（土）公開の「塔の上のラプンツェル」の予告編映像や、ティンカー
ベルが登場する 3D 壁紙を用意しています。 また「パイレーツ・オブ・カリビアン／生命の泉」、「カーズ 2」、「ファ
ンタジアダイアモンド・コレクション」の予告編動画をお楽しみいただけます（※）。
※「パイレーツ・オブ・カリビアン／生命の泉」、「カーズ 2」、「ファンタジアダイアモンド・コレクション」の予告編動画は 2D となります。

・プラットフォームには、AndroidTM 2.2 を搭載。Flash® Player 10.1 に対応し、快適なウェブブラウジングやアプ
リの利用ができます。12 万種類のアプリが楽しめる Android マーケット TM、GmailTM や Google マップ TM など
多彩な GoogleTM サービスもスムーズに利用できます。
●スタイリッシュなデザインと限定オリジナルケースプレゼント``
スタイリッシュなフォルムに、ミッキーアイコンがさりげなく施された大人の女性向けのデザインです。また、数量
限定のオリジナルケース 6 種類の中から好きなものをプレゼントするキャンペーンを実施します。

ミッキーシルエットの
モノグラムデザイン
オリジナルケース

© Disney

●ディズニー・モバイルだから楽しめる、新たなスマートフォン体験

Disney Mobile 限定のホーム画面「Disney Mobile ホーム」
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© Disney
※画像はイメージです。

ディズニー・モバイル限定のホーム画面「Disney Mobile ホーム」
大画面液晶にディズニーの世界観が広がる、ディズニー・モバイル限定のホーム画面「Disney Mobile ホーム」
を提供。アリス、チップとデール、ミッキー & ミニー、ティカーベル、バンビの 5 種類のディズニーキャラクターが
登場するライブ壁紙は、時間に合わせて背景が変化し、キャラクターの動きも楽しめます。また、特定の時刻に
なると花火が上がるなど、起動するだけでも楽しくなるディズニーらしさにあふれています。
ウィジェットも全てディズニーオリジナルのデザインで、時計、天気、SNS（Mixi や Twitter などに対応）、フォトフ
レーム、ニュース、設定があります。ウィジェットを貼りつける位置、大きさは自由に変えらます。
●Disney アプリ
DM009SH には、ディズニーらしさが満載でスマートフォンの機能を活かした、便利で楽しい Disney アプリを数
多く提供します。
・ディズニーメール★デコ：ミッキーやミニーの絵文字やデコレメールが使える、ディズニーのメールアプリ。
・ディズニーフォト：キャラクターのスタンプやフレームを使って、自分だけのオリジナルフォトが簡単に作れます。
作った画像は友達に送ることもできます。
・ディズニーカレンダー：自由に好きなデザインにきせかえることができるカレンダー。キャラクターの誕生日や記
念日などのディズニー情報も掲載。
・ディズニーきせかえ：好きなテーマを選んでホーム画面をきせかえできます。壁紙、アイコン、検索バーのデザ
インが変更可能です。
また、ディズニー・モバイルのスマートフォンユーザーは、全ての Disney アプリを無料でご利用いただけます。

ディズニーメール★デコ

ディズニーフォト

ディズニーカレンダー

ディズニーきせかえ
© Disney
※画像はイメージです。
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●豊富な限定壁紙
プリインストールされているアプリ「Flamingo mini」を使えば 10 種類の中からテーマのディズニー・モバイル限
定壁紙を使うことができます。壁紙は自動で切り替えわるので、使う度に違う壁紙を楽しむことができます。

限定壁紙
© Disney

●Disney マーケット
ディズニー・モバイルではスマートフォンサービス用に、Disney アプリ
を閲覧・ダウンロードできる「Disney マーケット」を提供します（※）。デ
ィズニー・モバイルユーザーは、ディズニーから提供される全てのスマ
ートフォンアプリを無料でご利用いただけます。また、Disney マーケッ
トでは、ディズニー以外の様々なアプリのダウンロードもできます。
さらに、ディズニー・モバイルの限定情報や、ディズニー・モバイル契約
者専用のページ「My Disney Mobile」の閲覧・管理が Disney マーケ
ットでできます。
※Disney マーケットアプリは DM009SH を購入後、バージョンアップする必要があります。ま
た、他社から提供される有料アプリは無料にはなりません。

Disney マーケット
© Disney

※画像はイメージです。
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料金体系
ディズニー・モバイルではスマートフォン向けに、新たなパケット定額サービス「パケットし放題 S for スマートフ
ォン(D)」と「パケットし放題 MAX for スマートフォン（D）」を提供開始します。「パケットし放題 S for スマートフォン
(D)」は、月額

390 円から始まり、1 パケットあたり 0.084 円、上限金額 5,985 円でパケット通信が使い放題にな

るパケット定額サービスです。「パケットし放題 MAX for スマートフォン（D）」は、月額 3,985 円で 712 万 5,000
パケットまで通信が可能なパケット定額サービスで、2011 年 4 月 30 日（土）までに申し込みいただいたお客さま
に提供します。712 万 5,000 パケット以上は 1 パケットあたり 0.084 円となり、どんなにパケット通信を使っても
月額の上限金額は 5,985 円で利用できます。また、個別に申し込むと合計 1,365 円（税込）となるサービスを、
498 円（税込）でセットでご利用いただける「スマートフォン基本パック（D）」もあります。
さらに、DM009SH の予約購入特典／早期購入特典として JCB ギフトカード 5,000 円分をもれなく進呈する
「DM009SH デビューキャンペーン」を 2 月 1 日（火）より実施します（別紙参照）。

DM009SH の主な対応サービス・機能












ワンセグ ※1
おサイフケータイ®
赤外線通信
S!メール
デコレメール

SMS
E メール（POP3／IMAP4）
世界対応ケータイ ※2
3G ハイスピード 7.2Mbps ※3
GPS






Bluetooth®
ミュージックプレイヤー
Flash® Player 10.1
YouTube™

※1 ワンセグは利用環境によってノイズが入る、あるいは受信できない場合があります。また USIM カードが取り付けられていない時
や、ディズニー・モバイルの契約を解除されている時は、ワンセグを視聴できません。
※2 世界対応ケータイは、2010 年 12 月 10 日時点で、海外の GSM ネットワークにおいて、209 の国と地域で音声通話、147 の国と地域
でインターネット接続サービスを利用できます。また、海外の 3G（W-CDMA 方式）ネットワークにおいて、73 の国と地域で音声通話、
71 の国と地域でインターネット接続サービスを利用できます。
※3 上り最大 1.4Mpbs 対応。対応エリアは、東京の一部エリアとなります。（順次拡大予定）ご利用地域によって、最大通信速度は異な
ります。また、ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場
合があります。

基本スペック
通信方式

国内

W-CDMA 方式

海外

W-CDMA 方式、GSM 方式（900／1,800／1,900MHz）

サイズ（幅×高さ×厚さ）／重さ

約 62×121×12mm／約 140g

連続通話時間／

W-CDMA 網

約 420 分／約 410 時間（静止状態）※

待受時間

GSM 網

約 380 分／約 350 時間（静止状態）※

1
1

ディスプレイ

約 3.8 インチ WVGA（800×480 ドット）

モバイルカメラ
画素数／タイプ

有効画素数約
960 万画素／
New モバイル ASV
液晶（最大 65,536 色）
CCD（AF・静止画手ぶれ補正対応）

外部メモリー／推奨外部メモリー容量

microSDHC カード（16GB 同梱）／最大 32GB

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g

Bluetooth®

Ver.2.1＋EDR

プラットフォーム

Android 2.2

カラーバリエーション（写真参照）

＜本体＞ STAR WHITE
＜オリジナルケース＞ White Monogram、Gold Monogram、Pink
Monogram、Minnie Dot、Wonderland、Minnie Garden

※画像はイメージです。
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※1 電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。使用環境や機能の設定状況などにより、ご利用時間が半分以下
になることがあります。

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、PC 接続用 microUSB ケーブル、充電用 microUSB 変換アダプタ、クイックスタート、お
願いとご注意、16GB microSDHC カード（試供品）、スタンド（試供品）が含まれます。

発売日：2011 年 2 月中旬予定















Google、Android、Androidマーケット、YouTube、Gmail、Google マップは、Google Inc.の商標です。
「mixi」は、株式会社ミクシィの登録商標です。
「Twitter」は、Twitter,Incの商標または登録商標です。
Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
Adobe、Flashは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
おサイフケータイは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
microSDHCはSD-3C, LLCの商標です。
©2010 SanDisk Corporation. All rights reserved.サンディスク、サンディスク・ロゴはサンディスクコーポレーションのトレードマークであり、
米国及び海外諸国で登録されています。microSDHCはSD-3C LLCのトレードマークです。本リリース内で記述されている他のブランド名は
識別の目的で記されたものであり、それぞれの登録者のトレードマークである場合があります。
Flamingo miniは、フランクアート株式会社が製作配信するアプリです。
S!メール、3G HighSpeed、デコレメール、世界対応ケータイは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。

◆ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社について
ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー（米国本社）は、1959 年に現地日本法人を設立し、日本市場に本格参入し
ました。2000 年 4 月に日本国内の複数の関連子会社を統合、2002 年 8 月にウォルト・ディズニー・ジャパン株
式会社に社名変更し、東京ディズニーリゾート（R）以外のディズニービジネスを日本で管轄しています。米国本
社のメディア・ネットワーク、パーク＆リゾート、スタジオ・エンターテイメント、コンシューマ・プロダクツ、インタラク
ティブ・メディアの 5 部門に対応する形で、日本において多角的な事業を展開しています。
※ クレジット表記のお願い：画像をご掲載の際は、©Disney をご記載下さいますようお願いいたします。

※画像はイメージです。
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別紙
2011 年 1 月 27 日

予約購入特典／早期購入特典として
JCB ギフトカード 5,000 円分をもれなく進呈する
「DM009SH デビューキャンペーン」を 2 月 1 日（火）より実施
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区 代表取締役社長：ポール･キャンドランド、 以
下、ディズニー）は、2 月に発売を予定している DM009SH の予約購入特典／早期購入特典として JCB ギフト
カード 5,000 円分をもれなく進呈する「DM009SH デビューキャンペーン」を 2 月 1 日（火）より実施します。

キャンペーン概要
1.

キャンペーン名：

2.

キャンペーン期間： 2011 年 2 月 1 日（火） - 3 月 31 日（木）

3.

特典：

JCB ギフトカード 5,000 円分

4.

対象者：

キャンペーン期間中に DM009SH の購入を伴う新規ご契約された方。

DM009SH デビューキャンペーン

※ 2/1～発売日までは予約受付を実施致します。予約のみではキャンペーン対象となりません。発売日以降に新規ご契約手続きが必要で
す。
※ オンラインからの購入も本キャンペーンの対象となります。
※ 法人契約は対象外となります。
※ キャンペーンの詳細につきましてはディズニー・モバイル公式ホームページ（disneymobile.jp）にてご確認ください。

キャンペーン関するお問い合わせ
「ディズニー・モバイル カスタマーセンター」
ディズニー・モバイルから 157（無料）/一般電話から 0800-2222-157（無料）
※画像はイメージです。
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