
 
 
 
 
 

２００６年１０月５日 

Ｎｏ．０６-０３６ 
 
 

「９１０Ｔ」「８１０ＳＨ」「８１１ＳＨ」「７０５Ｐ」 １０月７日より全国一斉発売 
～２００６年 秋・冬商戦向け新機種がゾクゾク登場！～ 

 
ソフトバンクモバイル株式会社（本社：東京都港区、社長：孫 正義）は、２００６年秋・冬商戦向け新機種「ＳｏｆｔＢａｎｋ 

９１０Ｔ」（東芝製）、「ＳｏｆｔＢａｎｋ ８１０ＳＨ」（シャープ製）、「ＳｏｆｔＢａｎｋ ８１１ＳＨ」（シャープ製）、「ＳｏｆｔＢａｎｋ ７０５Ｐ」

（パナソニック モバイルコミュニケーションズ製）を、１０月７日（土）より全国で発売します。 
 
各機種の主な特長は、以下のとおりです。 
 
＜ＳｏｆｔＢａｎｋ ９１０Ｔ＞ 
● ワイヤレスで音楽を楽しめるミュージックケータイ、１ＧＢ※の大容量メモリーを内蔵 
● ３．２メガピクセルカメラ、大型２．６インチ液晶など、充実のハードウエアスペック 
 
＜ＳｏｆｔＢａｎｋ ８１０ＳＨ＞ 
● 光の当たり具合で表情が変化する「ブリリアントフェイスデザイン」を採用 
● パソコン用サイトを閲覧できる「ＰＣサイトブラウザ」、ＰＤＦファイルなどを閲覧できる「ドキュメントビューワ」搭載 
 
＜ＳｏｆｔＢａｎｋ ８１１ＳＨ＞ 
● パソコン用サイトも鮮やかに閲覧できる、高精細ＶＧＡ液晶搭載 
● ＰＤＦファイルなどが読める「ドキュメントビューワ」を搭載した、スタイリッシュ＆スマートモデル 
 
＜ＳｏｆｔＢａｎｋ ７０５Ｐ＞ 
● ワンプッシュオープンが使いやすい、スリム＆軽量モデル 
● 薄型ながら２メガピクセルのモバイルカメラを搭載 
 
各機種の詳細は、別紙をご参照ください。 
 
※ １ＧＢを１０億バイトで計算した場合の数値。実際にフォーマットされた容量は１ＧＢよりも少なくなります。 
 

以 上 
 

 ２００６年１０月５日現在、海外のＧＳＭネットワークでは１６６の国と地域で音声通話、９１の国と地域でインターネット接続サービスの国際ローミン
グサービスを提供しています。また、海外の３Ｇ（Ｗ-ＣＤＭＡ方式）ネットワークでは３１の国と地域で音声通話、３０の国と地域でインターネット接
続  サービス、１５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。 

 一部のソフトバンク携帯電話では、インターネットブラウザおよびメーラとして、株式会社 ACCESS の NetFront Browser および NetFront 
Messaging Client を搭載しています。 

 本製品のソフトウエアの一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。 
 Copyright© 2004-2006 ACCESS CO., LTD. 
 ACCESS、NetFront は、株式会社 ACCESS の日本またはその他の国における商標または登録商標です。 
 ＴＶコールは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標です。 
 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。  

 

【本件に関するお問い合わせ先】 
報道機関から……＜広報部 栗原、関、古屋、伊東、山之内＞ Tel: 03-6889-6222 （広報部代表） 
お客 さまから……＜お客さまセンター＞ ソフトバンク携帯電話から 157／フリーコール 0088-21-2000（無料）

NEWS RELEASE
 
 
ソフトバンク モバイル 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
広報部 / Tel: 03-6889-6222 Fax: 03-6889-6633 
mailto:press-office.jp@mb.softbank.co.jp 
www.softbankmobile.co.jp 
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                                                                 別紙１  
＜ＳｏｆｔＢａｎｋ ９１０Ｔ（東芝製）の概要＞ 
 
１． 主な特長 

 ワイヤレスで音楽を楽しめるミュージックケータイ、１ＧＢ※１の大容量メモリーを内蔵 
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®ステレオヘッドセット（同梱）を使って、ワイヤレスで音楽を楽しめます。手元のリモコンで再

生・停止・スキップ・音量調節の操作ができるので、ケータイをバッグやポケットに入れたままでもスマー

トに楽しめます。また、省電力設計により、連続音楽再生約２４時間※２を実現。さらに、音楽ファイルなら

約３２０曲※3 保存できる１ＧＢ※１のメモリーも内蔵しました。 
※１ １ＧＢを１０億バイトで計算した場合の数値。実際にフォーマットされた容量は１ＧＢよりも少なくなります。 
※２ 電池フル充電時、イヤホンを使用し、ｍｉｎｉＳＤＴＭカード（別売）から再生した場合の計算値。使用条件・使用環境などにより、連続再生

時間が約２４時間に満たない場合があります。 
※３ １曲あたり、約３ＭＢで計算し、ユーザー使用可能エリアを全て使用した場合。 

  
 ３．２メガピクセルカメラ、大型２．６インチ液晶など、充実のハードウエアスペック 

有効画素数３２０万画素のモバイルカメラを搭載。最短１０ｃｍまでの接写機能や、最大１６倍のデジタ

ルズーム機能に対応しています。また、大型２．６インチＱＶＧＡ（２４０×３２０ドット）液晶を搭載。カメラ

撮影時にはグリップスタイルで液晶画面を反転させ、大きなファインダーとして撮影できます。 
  
２． 最新サービス対応状況 

Yahoo!ケータイ Yahoo! mocoa S!タウン PC サイトブラウザ 3Gお天気アイコン

ライブモニター アレンジメール マイ絵文字 フィーリングメール - 

 
３． 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５１×１１１×２３ｍｍ（折りたたみ時、突起部除く） 
重さ 約１４６ｇ 

Ｗ-ＣＤＭＡ網 約２００分／約４５０時間（折りたたみ時） 連続通話時間 
／待受時間 ＧＳＭ網 約３５０分／約３２０時間（折りたたみ時） 

メイン ２．６インチＱＶＧＡ（２４０×３２０ドット）ＴＦＴ液晶（最大約２６万色） 
ディスプレー 

サブ １．１６インチ（１６０×３３ドット）モノクロ４階調 
メイン 有効画素数３２０万画素／ＭＯＳ 画素数 

／タイプ サブ 有効画素数３２万画素／ＣＭＯＳ 
ズーム 最大約３．５倍デジタルズーム 

モバイルカメラ 

最大撮影サイズ ２０４８×１５３６ドット 

最大表示文字数 
（全角・受信メール表示時） 

６３文字（９文字×７行）／８１文字（９文字×９行）／ 
１１０文字（１１文字×１０行：標準サイズ）／ 
１８２文字（１３文字×１４行）／３９９文字（１９文字×２１行） 

最大メール保存件数（受信／送信） ２０００件／６００件※ 
静止画像保存容量（枚数） 最大約９８０ＭＢ・共有（最大約２５００枚）※ 
外部メモリー／推奨外部メモリー容量 ｍｉｎｉＳＤＴＭメモリカード（別売）／最大２ＧＢ 
着信メロディー和音数 １２８和音 

その他の主な機能 

S!アプリ（メガアプリ）、国際ローミング、S! GPS ナビ、S!キャスト、 
デルモジ表示、レコメール、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®、S!アドレスブック、 
着うたフル®、ＴＶコール、電子コミック、赤外線通信（ＩｒＤＡ）、 
バイリンガル、電子辞書、ＱＲコード読み取り、モバイル ルポＴＭ、 
３Ｄ待ち受けキャラ「くーまん」 

カラーバリエーション（写真参照） バリトンブラック、クォーツピンク、グラウンドカーキ 
   ※ 保存可能数は、保存データのサイズにより変動します。 
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４． 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、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
®
ステレオヘッドセット、ステレオイヤホン、ＵＳＢケー

ブル※、ユーティリティーソフトウエア（ＣＤ-ＲＯＭ、音楽ファイル録音・管理・編集・転送ソフト「ＢｅａｔＪａｍ ２００７ ｆｏｒ ９１０Ｔ」 
含む）※が含まれます。  ※ 試供品です。 

 
５． 発売日 ： ２００６年１０月７日（土）より 
 
 

 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、ソフトバンクモバイル株式会社はそのライセンスに基づいて使用しています。 
 「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国 Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。 
 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。 
 miniSD は、SD Card Association の商標です。 
 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。 

 QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 
 モバイル ルポ

TM
は、株式会社東芝の商標です。 

 S!タウン、PC サイトブラウザ、お天気アイコン、ライブモニター、アレンジメール、フィーリングメール、S!アプリ、メガアプリ、S! GPS ナビ、S!キャスト、

デルモジ、レコメール、S!アドレスブックは、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 910T 
（東芝製） 

 

Photo.SoftBank 910T 

左から、バリトンブラック／クォーツピンク／グラウンドカーキ 
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                                                                 別紙２  
＜ＳｏｆｔＢａｎｋ ８１０ＳＨ（シャープ製）の概要＞ 
 
１． 主な特長 

 光の当たり具合で表情が変化する「ブリリアントフェイスデザイン」を採用 
携帯電話機本体表面には、ダイヤカットの面が少しずつカーブを描いてしなやかな光の反射を映し出す

「ブリリアントフェイスデザイン」を採用。エレガントさを演出するスマートなデザインに仕上げました。また、

メインディスプレーには、従来のＱＶＧＡ（２４０×３２０ドット）液晶に比べ４倍の解像度の高精細表示が

可能なＶＧＡ（４８０×６４０ドット）液晶を搭載。表層デザインにもディスプレーにも美しさを追求しました。 
 

 パソコン用サイトを閲覧できる「ＰＣサイトブラウザ」、ＰＤＦファイルなどを閲覧できる「ドキュメントビュー
ワ」搭載 
パソコン用サイトをそのまま閲覧できる「ＰＣサイトブラウザ」搭載※１。ＶＧＡ液晶で文字も画像もくっきり

美しく表示でき、外出先でもパソコンで見るような快適さでお楽しみいただけます。また、ＰＤＦファイルや

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ® Ｗｏｒｄ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ® Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ®のドキュメントが読める「ドキュメントビューワ」※２を

搭載し、外出先でも会議資料などを確認できます。 
※１ ウェブサイトによっては、正しく表示できない場合があります。 
※２ ドキュメントビューワは、Ｐｉｃｓｅｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓにより実現しています。表示できるファイルの種類は、ＰＤＦファイルとＭｉｃｒｏｓｏｆｔ

® 
Ｗｏｒｄ（.ｄｏｃ）、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ

® Ｅｘｃｅｌ（.ｘｌｓ）、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ
®
（.ｐｐｔ）です。また、ファイルやデータによっては閲覧できない、もしくはパソ

コンと違う見え方をする場合があります。 
 
２． 最新サービス対応状況 

Yahoo!ケータイ Yahoo! mocoa S!タウン PC サイトブラウザ 3Gお天気アイコン

ライブモニター アレンジメール マイ絵文字 フィーリングメール - 

 
３． 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５０×１００×２１ｍｍ（折りたたみ時、突起部除く） 
重さ 約１１７ｇ 

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２６０分／約３３０時間（折りたたみ時） 

メイン ２．４インチ（４８０×６４０ドット）モバイルＡＳＶ液晶（最大２６万色） 
ディスプレー 

サブ ２行全角６文字（２６×７２ドット）モノクロ液晶 
メイン 有効画素数２００万画素／ＣＭＯＳ 画素数 

／タイプ サブ 有効画素数１１万画素／ＣＭＯＳ 
ズーム 最大約２０倍デジタルズーム 

モバイルカメラ 

最大撮影サイズ １６００×１２００ドット 
最大表示文字数 
（全角・受信メール表示時） 

５６文字（７文字×８行）／９０文字（９文字×１０行）／ 
１３２文字（１１文字×１２行：標準サイズ）／ 
２１０文字（１４文字×１５行）／３８０文字（１９文字×２０行） 

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（枚数） 最大約２０ＭＢ・共有（最大約２５２０枚）※１ 
外部メモリー／推奨外部メモリー容量 ｍｉｃｒｏＳＤＴＭカード（試供品６４ＭＢ同梱）／最大１ＧＢ 
着信メロディ和音数 １２８和音 

その他の主な機能 

S!アプリ（メガアプリ）、国際ローミング、S!キャスト、デルモジ表示、
レコメール、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®、ちかチャット、ちかゲーム、カスタムスクリーン、
S!アドレスブック、着うたフル®、ミュージックプレイヤー、顔認証機能、
S! FeliCa、ＴＶコール、電子コミック、高速赤外線通信※２、バイリンガル、
モバイルＳｕｉｃａ（対応予定）※３ 

カラーバリエーション（写真参照） 標準色： ブラック、ピンク、ホワイト 
限定色※４： ブルー、ライラック、ベージュ、レッド、グリーン 

   ※１ 保存可能数は、保存データのサイズにより変動します。 
   ※２ 従来の赤外線通信（最大１１５．２Ｋｂｐｓ）を高速化したものです。 

※３ 対応機種に関する最新情報は、ＪＲ東日本ホームページなどでご確認ください。 
※４ 限定色モデルは、店舗によってお取り扱いしていない場合があります。また、数量に限りがあります。 
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４． 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、Ｌ型ビデオ出力ケーブル、ｍｉｃｒｏＳＤＴＭカード（６４ＭＢ）※、ＳＤＴＭ  
カードタイプ変換アダプター※、ｍｉｎｉＳＤＴＭカードタイプ変換アダプター※、ユーティリティーソフトウエア（ＣＤ-ＲＯＭ）※が含まれ
ます。  ※ 試供品です。 

 
５． 発売日 

 ホワイト ： ２００６年１０月７日（土）より 
 その他 ： 準備が整い次第順次発売 

 
 

 Picsel、Picsel Powered、Picsel Viewer、Picsel File Viewer、Picsel Document Viewer、Picsel PDF Viewer または Picsel キューブロゴは、

Picsel Technologies の商標または登録商標です。 
 Microsoft® Word、Microsoft® Excel は、米国 Microsoft Corporation の商品名称です。 
 Microsoft、PowerPoint®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
 microSDTM

は、SD Card Association の商標です。 
 Powered by JBlendTM , ©1997-2006 Aplix Corporation. All rights reserved. 
 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。 
 「SoftBank 810SH」は、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、株式会社アプリックスが開発した JBlend™を搭載しています。 
 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。 
 「モバイル Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 
 ちかチャット、ちかゲーム、カスタムスクリーンは、ソフトバンクモバイル株式会社の商標です。 
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ピンク 

 

SoftBank 810SH 
（シャープ製） 

 
 

 
 

 

上段・左から、ピンク／ブラック／ホワイト／グリーン 
下段・左から、ブルー／ライラック／ベージュ／レッド 
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                                                                 別紙３  
＜ＳｏｆｔＢａｎｋ ８１１ＳＨ（シャープ製）の概要＞ 
 
１． 主な特長 

 高精細ＶＧＡ液晶搭載 
メインディスプレーには、従来のＱＶＧＡ（２４０×３２０ドット）液晶に比べ４倍の解像度の高精細表示が

可能なＶＧＡ（４８０×６４０ドット）液晶を搭載。また、「ＰＣサイトブラウザ」も搭載し、パソコン用サイトの

文字や画像もＶＧＡ液晶でくっきり美しく表示できるので、外出先でもパソコンで見るような快適さでお楽

しみいただけます※。  ※ ウェブサイトによっては、正しく表示できない場合があります。 
 

 ＰＤＦファイルなどが閲覧できる「ドキュメントビューワ」を搭載した、スタイリッシュ＆スマートモデル 
ＰＤＦファイルやＭｉｃｒｏｓｏｆｔ® Ｗｏｒｄ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ® Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ®のドキュメントが読める「ドキュ

メントビューワ」※を搭載、外出先でも会議資料などを確認できます。また、携帯電話機本体表面に施した

スタイリッシュな仕上がりの「ディンプルフェイスデザイン」は、ビジネスシーンでも洗練さや上質さを演出

します。 
※ ドキュメントビューワは、Ｐｉｃｓｅｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓにより実現しています。表示できるファイルの種類は、ＰＤＦファイルとＭｉｃｒｏｓｏｆｔ

® 
Ｗｏｒｄ（.ｄｏｃ）、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ

® Ｅｘｃｅｌ（.ｘｌｓ）、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ
®
（.ｐｐｔ）です。また、 ファイルやデータによっては閲覧できない、もしくはパソ

コンと違う見え方をする場合があります。 
 
２． 最新サービス対応状況 

Yahoo!ケータイ Yahoo! mocoa S!タウン PC サイトブラウザ 3Gお天気アイコン

ライブモニター アレンジメール マイ絵文字 フィーリングメール - 

 
３． 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５０×１００×２１ｍｍ（折りたたみ時、突起部除く） 
重さ 約１１７ｇ 

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２６０分／約３３０時間（折りたたみ時） 

メイン ２．４インチ（４８０×６４０ドット）モバイルＡＳＶ液晶（最大２６万色） 
ディスプレー 

サブ ２行全角６文字（２６×７２ドット）モノクロ液晶 
メイン 有効画素数２００万画素／ＣＭＯＳ 画素数 

／タイプ サブ 有効画素数１１万画素／ＣＭＯＳ 
ズーム 最大約２０倍デジタルズーム 

モバイルカメラ 

最大撮影サイズ １６００×１２００ドット 
最大表示文字数 
（全角・受信メール表示時） 

５６文字（７文字×８行）／９０文字（９文字×１０行）／ 
１３２文字（１１文字×１２行：標準サイズ）／ 
２１０文字（１４文字×１５行）／３８０文字（１９文字×２０行） 

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（枚数） 最大約２０ＭＢ・共有（最大約２５２０枚）※１ 
外部メモリー／推奨外部メモリー容量 ｍｉｃｒｏＳＤＴＭカード（試供品６４ＭＢ同梱）／最大１ＧＢ 
着信メロディ和音数 １２８和音 

その他の主な機能 

S!アプリ（メガアプリ）、国際ローミング、S!キャスト、デルモジ表示、
レコメール、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®、ちかチャット、ちかゲーム、カスタムスクリーン、
S!アドレスブック、着うたフル®、ミュージックプレイヤー、顔認証機能、
S! FeliCa、ＴＶコール、電子コミック、高速赤外線通信※２、バイリンガル、
モバイルＳｕｉｃａ（対応予定）※３ 

カラーバリエーション（写真参照） 標準色： ブラック、シルバー、ネイビー 
限定色※４： ターコイズ、バイオレット、オレンジ、レッド 

   ※１ 保存可能数は、保存データのサイズにより変動します。 
   ※２ 従来の赤外線通信（最大１１５．２Ｋｂｐｓ）を高速化したものです。 

※３ 対応機種に関する最新情報は、ＪＲ東日本ホームページなどでご確認ください。 
※４ 限定色モデルは、店舗によってお取り扱いしていない場合があります。また、数量に限りがあります。 
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４． 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、Ｌ型ビデオ出力ケーブル、ｍｉｃｒｏＳＤＴＭカード（６４ＭＢ）※、ＳＤＴＭ  
カードタイプ変換アダプター※、ｍｉｎｉＳＤＴＭカードタイプ変換アダプター※、ユーティリティーソフトウエア（ＣＤ-ＲＯＭ）※が含まれ
ます。  ※ 試供品です。 

 
５． 発売日 

 シルバー ： ２００６年１０月７日（土）より 
 その他 ： 準備が整い次第順次発売 
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ブラック 

 

SoftBank 811SH 
（シャープ製） 

 
 

 
 

 

上段・左から、ブラック／シルバー／ネイビー 
下段・左から、ターコイズ／バイオレット／オレンジ／レッド 
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                                                                 別紙４  
＜ＳｏｆｔＢａｎｋ ７０５Ｐ（パナソニック モバイルコミュニケーションズ製）の概要＞ 
 
１． 主な特長 

 ワンプッシュオープンが使いやすい、スリム＆軽量モデル 
厚さ約１４．８ｍｍ、重さ約１０３ｇのスリム＆軽量ボディーを実現。バッグやポケットに入れてもスムーズに

収まり、軽やかに持ち運べます。また、ヒンジ部分にあるボタンを押すとケータイが開く「ワンプッシュ 
オープン」を採用し、薄くても開けやすく、片手で簡単に操作できます。 
 

 薄型ながら２メガピクセルのモバイルカメラを搭載 
メインカメラには、有効画素数２００万画素のモバイルカメラを搭載。約９．７倍のデジタルズーム機能や、

最短８．５ｃｍまでの接写機能など、薄型ながら充実のカメラ機能を搭載しています。 
 
２． 最新サービス対応状況 

Yahoo!ケータイ 
 
３． 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５０×１０１×１４．８ｍｍ（折りたたみ時、突起部除く） 
重さ 約１０３ｇ 

Ｗ-ＣＤＭＡ網 約１９０分／約３５０時間（折りたたみ時） 連続通話時間 
／待受時間 ＧＳＭ網 約２００分／約２９０時間（折りたたみ時） 

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

サブ ０．８インチ（２５×９６ドット）有機ＥＬ（青色１色） 
メイン 有効画素数２００万画素／ＣＭＯＳ 画素数 

／タイプ サブ 有効画素数１１万画素／ＣＭＯＳ 
ズーム 最大約９．７倍デジタルズーム 

モバイルカメラ 

最大撮影サイズ １６００×１２００ドット 
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）／１１０文字（１１文字×１０行：標準サイズ）／
３０４文字（１９文字×１６行） 

最大メール保存件数 S!メール：１０００件※１、ＳＭＳ：５００件※１ 
静止画像保存容量（枚数） 最大約１２ＭＢ・共有（最大約８００枚）※１ 
外部メモリー／推奨外部メモリー容量 ｍｉｃｒｏＳＤＴＭカード（試供品６４ＭＢ同梱）／最大２ＧＢ 
着信メロディ和音数 ４０和音 

その他の主な機能 
S!アプリ（メガアプリ）、国際ローミング、レコメール、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®、 
ちかチャット、ちかゲーム、着うたフル®、ミュージックプレイヤー、 
ＴＶコール、電子コミック、赤外線通信（ＩｒＤＡ）、バイリンガル 

カラーバリエーション（写真参照） 標準色： コーヒーブラック、ノーブルシルバー、ピュアホワイト 
限定色※２： スチルブラック、スチルネイビー、メドウグリーン、モードピンク

※１ 保存可能数は、保存データのサイズにより変動します。 
   ※２ 限定色モデルは、店舗によってお取り扱いしていない場合があります。また、数量に限りがあります。 
 
４． 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、ｍｉｃｒｏＳＤＴＭカード（６４ＭＢ）※、ｍｉｃｒｏＳＤＴＭカードアダプター※、
ユーティリティーソフトウエア（ＣＤ-ＲＯＭ）※が含まれます。  ※ 試供品です。 

 
５． 発売日 ： ２００６年１０月７日（土）より 
 
 

 S!メールは、２００６年１０月１日よりブランド名を「ソフトバンク」へ変更したことに伴い、新たに設定したメールサービスの総称です（ＳＭＳを除く）。

また、ソフトバンクモバイル株式会社の商標です。 



11 

コーヒーブラック 

 

SoftBank 705P 
（パナソニック モバイルコミュニケーションズ製） 

 
 

 
 

 

上段・左から、コーヒーブラック／ノーブルシルバー／ピュアホワイト 
下段・左から、モードピンク／スチルブラック／メドウグリーン／スチルネイビー 

 


