2006 年 8 月 28 日

｢ワンセグ(*1)｣や｢EZ チャンネルプラス｣など
最新サービスを 2.6 インチワイド QVGA 液晶で楽しめる
ハイクオリティワンセグケータイ｢W43H｣を製品化

ミスティックバイオレット

メローホワイト

センシアルブルー

日立製作所ユビキタスプラットフォームグループ(グループ長＆CEO 江幡

誠/以下、日立)は、

このたび、地上デジタル放送｢ワンセグ(*1)｣に対応し、最長約 4 時間 15 分の連続視聴(*2)や microSD™
メモリカード(*3)への長時間録画など｢ワンセグ｣機能を進化させ、さらに au の新サービス｢EZ チャ
ンネルプラス｣、｢EZ ニュースフラッシュ｣などに対応したハイクオリティワンセグケータイ
｢W43H｣を開発･製品化し、KDDI 株式会社、沖縄セルラー電話株式会社への納入を開始します。
今回納入を開始する｢W43H｣は、最長約 4 時間 15 分の連続視聴(*2)が可能で、160 度の広視野角を
実現する 2.6 インチワイド QVGA 液晶を搭載しており、さらに、
番組録画は本体のデータフォルダ(*4)
のみならず、microSD™メモリカード(*3)を使用することで最長約 2 時間 40 分の録画時間(*5)を実現し
ています。
音声は最新の信号処理技術｢DBEX(*6)｣により、｢ワンセグ｣を臨場感あふれるサウンドで楽しめるほ
か、録画番組を音声付の 1.3 倍速で再生する｢音声付時短再生｣、テレビ視聴中に着信があった場合
に、通話終了後に放送中の番組を後追いで再生する｢タイムシフト再生 (*7)(*8)｣などを搭載し、より
快適に｢ワンセグ｣を視聴できる機能充実のモデルです。
また、｢W43H｣は au の新しい｢マルチキャスト通信(*9)｣サービスで、番組仕立てのハイクオリティな映
像コンテンツを夜中に自動配信する｢EZ チャンネルプラス(*10)｣や、最新のニュース･天気･占いなどの生
活情報が自動で配信され、待受画面で簡単にチェックできる｢EZ ニュースフラッシュ｣にいち早く対応
しています。さらに、自分だけのポータルページの作成や、E メールや写真などの大切なデータを 100MB
まで保存できる｢au My Page｣、メールの背景色、文字色、レイアウトを自由自在に変更したり、絵
や写真で装飾して楽しめる｢デコレーションメール｣など、充実したサービス対応でさらに使いやすくな
っています。
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デザイン面では、23mm の薄さを実現したほか、表面ケースに二色成型を採用し、透明層に厚
みをもたせることでガラスのような質感を持たせています。カラーは、特殊な偏光塗装やフロ
スト加工等との組み合わせにより、美しく個性あふれる新感覚のカラーバリエーションとなっ
ています。また、卓上ホルダは、横置きで｢ワンセグ｣、縦置きで「EZ チャンネルプラス」、「EZ
ニュースフラッシュ」など、それぞれのコンテンツにあうスタイルで楽しめる 2 スタイルチャー
ジャーを採用しています。
このほか、｢au LISTEN MOBILE SERVICE｣、｢SD オーディオプレイヤー｣をはじめとする多彩な音楽
機能や、手ブレ軽減 2.1 メガピクセル AF(オートフォーカス、以下 AF)付カメラを搭載しています。
また、Web サイト閲覧機能として｢PC サイトビューアー(*11)｣に対応し、メールの添付ファイルや PC
で作成されたファイルを表示する｢PC ドキュメントビューアー(*12)(*13)｣を搭載しており、仕事でも
プライベートでも PC を使う感覚で携帯電話を利用できます。さらに、｢EZ FeliCa｣に対応し、読み
取り機にかざすだけで支払いなどができる｢おサイフケータイ®｣や 6 つの｢モバイル辞典｣など、充実
した機能と豊富なアプリケーションを搭載しています。
■｢W43H｣の主な特長
1. 最長約 4 時間 15 分の連続視聴(*2)や外部メモリ(*3)への長時間録画を実現し、地上デジタル放送
｢ワンセグ｣対応を強化
2. 最新の信号処理技術｢DBEX(*6)｣により、自然で聴きやすいハイクオリティサウンドを実現
3. 情報配信サービス｢EZ チャンネルプラス｣、
「EZ ニュースフラッシュ」や大切なデータをバック
アップできる｢au My Page｣など、au の最新サービスにいち早く対応
4. 最新機能を大画面で楽しめ、質感、塗装の仕上げなどにこだわった外観デザイン
5. 音楽サービス｢au LISTEN MOBILE SERVICE｣をはじめとした最新の音楽機能に対応
6. 高感度&高速シャッターで手ブレを軽減する約 2.1 メガピクセル AF 付カメラを搭載
7. PC 感覚で携帯電話が使える｢PC サイトビューアー｣に対応、｢PC ドキュメントビューアー｣を搭載
8. 読み取り機にかざすだけで支払いなどができる｢おサイフケータイ®｣に対応
9. 使いやすさを追求した 6 つの｢モバイル辞典｣を搭載
■ ｢W43H｣の主な仕様
型式
サイズ(幅×高さ×奥行)
質量
連続通話時間
連続待受時間
充電時間
画面サイズ
画面ドット数
カメラ画素数
データフォルダ容量
外部メモリ

W43H
約 50×106×23mm(折りたたみ時)
約 140g(電池パック含む）
約 220 分
約 310 時間
約 150 分(AC アダプタ使用時)
約 2.6 インチ
240×400 ドット
有効画素数約 207 万画素
最大約 50MB または 1,000 件(BREW®と共有)
microSD™メモリカード(*3)
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E メール送信 BOX 容量
E メール受信 BOX 容量
E メール受信フォルダ
ファイル添付容量、添付数
入力機能
アドレス帳登録件数
伝言メモ/音声メモ
カラー

約 1.9MB(または 500 件)
約 3.9MB(または 1,000 件)
10 個
受信 500KB/件、10 件
送信合計 500KB、5 件
ATOK for au＋AI 推測変換｢APOT｣(関西弁対応)
700 件(各 3 番号/各 3 アドレス)
合わせてそれぞれ 20 秒×4 件
ミスティックバイオレット･メローホワイト･センシア
ルブルー

■本文注記
＊1：地上デジタルテレビ放送の携帯･移動体向けサービス｢ワンセグ｣は、2006 年 4 月 1 日に東京･名古屋･大阪およびその他一部地域より順次開
始した放送サービスです。｢ワンセグ｣サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。
社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/
地上デジタル放送は、6MHz の帯域を 1 つのチャンネルに割り当て、13 のセグメントに分割して放送されます。その中の 1 セグメントを利
用して携帯機器向けに放送するサービスを｢ワンセグ｣といいます。
＊2：ビュースタイル、イヤホン使用、液晶の明るさを 3 に設定した場合
＊3：市販品
＊4：データフォルダ使用時、最長約 16 分
＊5：microSD™メモリカード 512MB(市販品)使用時。
＊6：DBEX™は、ダイマジック社の帯域拡張技術です。
＊7：設定が必要です。
＊8：通話時間が最長約 2 分程度までタイムシフト再生が可能です。
＊9：各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する通信方式
＊10：ご利用には、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。
＊11：一部サイトによっては、閲覧できない場合があります。
＊12：Picsel Technologies により実現しています。
＊13：対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。｢PC ドキュメントビュー
アー｣で表示できるドキュメントは PC 等と完全に同一ではありません。｢PC ドキュメントビューアー｣でドキュメントが正しく表示されな
い場合があっても、Microsoft Corporation、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。

■他社商標注記
・microSD™は SD アソシエーションの商標です。
・Picsel、Picsel Powered、Picsel Viewer、Picsel Document Viewer、また Picsel キューブロゴは
Picsel Technologies の商標、または登録商標です。
・｢おサイフケータイ®｣は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
・BREW®および BREW®に関連する商標は、QUALCOMM 社の商標または登録商標です。
・｢au｣は KDDI 株式会社の商標または登録商標です。
・記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

■製品紹介ホームページ
｢日立

携帯電話

ホームページ｣ URL：http://www.hitachi.co.jp/mobilephone/
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■お客様からのお問合せ先
当社の携帯電話は、携帯電話事業者である KDDI 株式会社の商品であり、販売される商品の仕様
や時期、あるいは故障等に関するご質問は KDDI 株式会社までお問合せください。
●お客様から au へのお問合わせ先
TEL：0077-7-111(フリーコール)
●日立の広告･販売促進プロモーションに関するお問い合わせおよびカタログ請求先
E-mail:cdmaone@itg.hitachi.co.jp

以上
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添付資料

■新製品の主な特長
1. 最長約 4 時間 15 分の連続視聴(*1)や外部メモリ(*2)への長時間録画を実現し、地上デジタル放送｢ワ
ンセグ(*3)｣対応を強化
長時間連続視聴や microSD™メモリカード(*2)への録画、さらに｢DBEX(*4)｣機能を新たに搭載するこ
とで、地上デジタル放送｢ワンセグ｣をより快適に楽しめます。
(1)最長約 4 時間 15 分の連続視聴(*1)
低消費電力化により、最長約 4 時間 15 分の連続視聴(*1)を可能にしています。
(2)データフォルダおよび外部メモリへの長時間録画
番組録画に本体のデータフォルダ(*5)だけでなく、microSDTM メモリカード(*2)を使用することで、
最長約 2 時間 40 分の録画(*6)が可能です。
(3)｢音声付時短再生｣&｢タイムシフト再生｣
録画したテレビ番組は通常の再生に加えて、音声付の 1.3 倍速で再生することが可能で、移動
中などに長時間番組を視聴する際に便利です。また、テレビ視聴中に着信した場合、テレビ番組
を一時保存し、通話終了後に｢タイムシフト再生(*7)(*8)｣で、放送中の番組に追いつくことができ
ます。
(4)｢ナチュラルカラーマネージメント｣搭載
視聴しているテレビ番組に合わせて、｢標準｣｢シネマ｣｢色鮮やか｣の 3 種類から画質を選択し、
ジャンルに応じた最適な画質を楽しむことができます。
(5)｢画面キャプチャ｣機能
テレビ番組の気になるシーンを静止画としてキャプチャできます。
(6)｢字幕｣機能(*9)
音声が 0 でも、最新ニュースなどがチェックできます。
(7)｢視聴エリアオート設定｣機能
現在の位置情報から自動的に視聴エリアに合ったチャンネル設定を行います。さらに、実際に
受信可能な放送波を探してマイチャンネルに登録することもできます。
(8)｢TV スタンド｣機能
卓上ホルダにビュースタイルでセットするだけで、自動的にテレビを起動します(*10)。
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2. 最新の信号処理技術｢DBEX(*4)｣により、自然で聴きやすいハイクオリティサウンドを実現
ヤマハ株式会社との技術提携で実現した最新の信号処理技術｢DBEX(*4)｣を搭載し、
「ワンセグ」
、
｢au LISTEN MOBILE SERVICE｣を自然で聴きやすいハイクオリティサウンドで楽しめます。
3. 情報配信サービス｢EZ チャンネルプラス｣、
「EZ ニュースフラッシュ」や大切なデータをバックアッ
プできる｢au My Page｣など、au の最新サービスにいち早く対応
(1)｢EZ チャンネルプラス｣
「マルチキャスト通信(*11)｣によって、番組仕立ての映像コンテンツを夜中に自動配信する｢EZ
チャンネルプラス｣サービスに対応しています。｢LISMO チャンネル｣など最新の音楽情報が楽しめ
る音楽番組や情報番組などを、何番組登録しても通信料 315 円/月(*12)で閲覧できます。また、配
信される番組は H.264 に対応したワンセグ放送並みの高画質コンテンツです。
(2)｢EZ ニュースフラッシュ｣
待受画面に情報が自動的に更新される情報配信サービス｢EZ ニュースフラッシュ｣に対応して
います。通信料、情報料共に無料(*13)で最新のニュース･天気･占いなどの情報が自動で配信され、
待受画面で簡単にチェックできます。詳細は、｢テロップ｣や｢ウィンドウ｣の表示方式を選択す
るだけで閲覧できます。
ほかにも今日のトピックスなど、多彩な情報が配信される予定です。
(3)｢au My Page｣
無料(*14)で 100MB のデータが預けられるストレージと、一人ひとりの利用形態にあわせてカス
タマイズ可能な本格的個人ポータルサイト｢au My Page｣に対応しています。E メールや写真など
の大切なデータは、データフォルダなどのメニューから直接簡単に保存することができます。ま
た、個人専用のページでは、預けたデータの編集ができるほか、自分に合ったコンテンツの最新
情報や｢My ツール」、｢My サイト｣などの表示･編集ができ、PC(*15)からの閲覧･編集も可能です。｢au
My Page｣に更新情報があるときには、｢EZ ニュースフラッシュ｣と連動して、待受画面上に更新の
お知らせが通知されます。
(4)｢アドレス帳預けて安心サービス｣
無料(*16)でアドレス帳データを預けることが可能で、故障や紛失などのトラブルの際にも安心
です。また、機種変更時に簡単にアドレス帳を移すことができ、預けたデータは PC(*15)で閲覧･
編集することができます。
(5)デコレーションメール
文字の色や大きさ、背景色の変更のほか、画像やアニメーションを入れることができます。自
由にデコレーションすることで、さらにメールが楽しくなります。
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4. 最新機能を大画面で楽しめ、質感、塗装の仕上げなどにこだわった外観デザイン
(1)160 度の広視野角を実現する 2.6 インチワイド QVGA 液晶
160 度の広視野角なので、｢ワンセグ｣や「EZ チャンネルプラス｣を友達や仲間同士で一緒に観る
ことができます。
(2)｢ワンセグ｣対応など豊富な機能を搭載しながら、薄さ 23mm を実現したスリム&スタイリッシ
ュボディ
｢2.6 インチワイド QVGA 液晶」、｢2 軸ヒンジ構造｣、｢ワンセグ｣などの機能を搭載しながら、23mm
の薄さを実現しています。｢ワンセグ｣用の可動式アンテナも、収納時にボディと一体化しており、
細部まで工夫をこらしています。
(3)特殊な成型や塗装処理による個性あふれる新感覚のカラーバリエーション
表面デザインに二色成型を採用し、透明層の厚みをもたせることでガラスのような質感を実現
しました。また、特殊な偏光塗装やフロスト加工等との組み合わせにより、従来にない、美しく
個性あふれる新感覚のカラーバリエーションになっています。
(4)横でも縦でも楽しめる｢2 スタイルチャージャー｣を同梱
横置きで｢ワンセグ｣、縦置きで「EZ チャンネルプラス」、「EZ ニュースフラッシュ｣など、それ
ぞれのコンテンツにあうスタイルで楽しめる卓上ホルダを同梱しています。また、環境にやさし
い植物由来樹脂｢エコディア(*17)｣素材を使用し、(社)日本有機資源協会のバイオマスマークに認
定されています。
5. 音楽サービス｢au LISTEN MOBILE SERVICE｣をはじめとした最新の音楽機能に対応
(1)｢au LISTEN MOBILE SERVICE｣対応
着うたフル®や CD 楽曲を最長約 18 時間(*18)楽しめる｢au Music Player｣を搭載しています。連続
再生、リピートやランダム再生ができ、ステレオイヤホン用のイコライザ機能として 8 種類のイ
ヤホン効果を搭載しています。また、音楽の好みが合う人とのコミュニケーションやおすすめの
曲を紹介してくれる｢うたとも TM｣により、音楽の世界がさらに広がります(*19)(*20)。
さらに、CD 楽曲や｢LISMO Music Store｣でダウンロードした着うたフル®を PC(*21)に取り込み、
｢W43H｣へ転送･再生することができる｢au Music Port｣に対応しているほか、着うたフル®を PC に
保存･再生したり、アドレス帳やフォトムービーを PC にバックアップ(*22)することも可能です。
USB ケーブル(*23)を同梱しているので、｢au Music Port｣を PC にインストール後、すぐに｢W43H」
で音楽を楽しめます。
(2)ソニー製の高音質ステレオイヤホン｢MDR-E0931｣(*23)を同梱
薄型ユニットとサイレントキャップの採用により、耳に優しくフィットするとともに音漏れを
軽減します。
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(3)｢SD オーディオプレイヤー｣搭載
著作権対応の microSD™メモリカード(*2)に CD 楽曲を録音(*24)して｢W43H｣で再生できます。
(4)臨場感あふれるリアルな音を再現する 3D サラウンドステレオスピーカー搭載
(5)FM ラジオで放送された音楽情報を検索できる｢EZ･FM｣対応
(6)メール送受信や EZweb を閲覧しながら音楽を再生できる｢BGM 再生｣対応
6. 高感度＆高速シャッターで手ブレを軽減する約 2.1 メガピクセル AF 付カメラを搭載
(1)｢手ブレ軽減｣機能
高感度＆高速シャッターで手ブレ軽減を実現した約 2.1 メガピクセル AF 付カメラを搭載してい
ます。片手での撮影が多い携帯電話での手ブレを軽減するとともに、被写体ブレにも強く、動い
ている人や物を撮影する場合でもブレを軽減します。
(2)25 段階の最大 10 倍デジタルズーム
フォト撮影時にはデジタル最大 10 倍ズーム、25 段階の切り替えが可能です。また、ムービー
撮影時には最大 3.2 倍、18 段階のなめらかズーム撮影が可能です。
(3)｢撮影シーン｣機能
ガイド表示を見て撮りたいシーンを選び、シャッターを押すだけで簡単にきれいな写真が撮れ
る撮影シーン機能を搭載しています。[人物] [風景] [夜景]などモードは全部で 9 種類を用意し
ています。
(4)｢ビジネス撮影｣/｢ビジネス補正｣機能
ホワイトボードや時刻表など、斜めから撮影した画像を正面から撮影したようにカメラ内部で
補正する｢ビジネス撮影｣機能を搭載しています。また、保存した画像データを正面から撮影した
ように補正できる、｢ビジネス補正｣機能も搭載しています。
(5) ｢再生ズーム｣/｢切り出しズーム｣機能(*25)
撮影した静止画像をズームで見ることや、撮影した画像の一部分だけを選んでズームして切り
出すことが可能です。
(6)｢フィット再生｣機能
WQVGA よりも小さいサイズのフォトなどを画面の大きさに合わせて拡大表示できるので、従来
のケータイサイズのフォトも大画面で楽しめます。
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(7)QVGA のなめらかロングムービー
320×240 ドットのムービー撮影ができ、1 秒間に 15 フレームのなめらかな映像を最長約 80 分
間(*26)録画･再生できます。
(8)SD-Video(ASF ファイル形式)再生
日立製 PC「Prius(*27)」や SD-Video 規格対応の AV 機器(*28)などで録画したテレビ番組を microSD™
メモリカード(*2)に記録して見ることができます。
7. PC 感覚で携帯電話が使える｢PC サイトビューアー(*29)｣に対応、｢PC ドキュメントビューアー
(*30)(*31)｣を搭載

(1)｢PC サイトビューアー」
PC 向け Web サイトの閲覧が可能で、PC を持ち歩くことなく、外出先で気軽に Web サイトを楽し
めます。
(2)｢PC ドキュメントビューアー｣
E メールに添付されたファイル(最大 500KB)や microSD™メモリカード(*2)およびデータフォルダ
(最大 1.5MB)の Microsoft® Word や Microsoft® Excel など、PC で作成されたファイルを表示する
ことが可能です。
8. 読み取り機にかざすだけで支払いなどができる｢おサイフケータイ®｣に対応
非接触 IC カード技術である｢FeliCa｣を搭載し、サインや事前のチャージがいらないポストペイ(*32)
型サービス｢QUICPay™｣で簡単かつスピーディーに買い物ができます。
さらに、第三者の無断使用を防ぐ｢FeliCa ロック機能」、一定の時間だけロック解除する｢クイッ
ク解除機能｣、他の電話から遠隔操作でロックできる｢遠隔オートロック機能｣などセキュリティー
機能を搭載しています。
9. 使いやすさを追求した 6 つの｢モバイル辞典｣を搭載
(1)三省堂｢デイリーコンサイス｣英和辞典をはじめ、6 つの｢モバイル辞典｣を搭載
日常生活からビジネスまで幅広く役立つ 6 つの辞典を搭載しています。
・デイリーコンサイス英和辞典<三省堂>：ハンディ英和辞典のトップセラー(約 77,000 語)
・デイリーコンサイス和英辞典<三省堂>：英和辞典とともに定評(約 70,000 語)
・デイリーコンサイス国語辞典<三省堂>：明快･的確な解説で定評(約 70,000 語)
・英会話とっさのひとこと辞典<DHC>：言えそうで言えない実用的な表現を集めた便利な英会話
辞典(約 8,000 例文)
・ビジネスキーワード<日経 BP 社>：政治、バイオテクノロジー、ダイエットなど、
幅広い項目を解説(約 900 語)
・サプリメント事典<日経 BP 社>：サプリメントや食品成分などを解説、話題のトクホも収録
(約 800 項目)
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(2)見やすい文字表示を実現
英和辞典では発音記号をカラフルに表示します。表示するフォントは、大(24 ドット)、中(20
ドット)、小(16 ドット)の 3 種類から選べます。
(3)使い勝手のよい検索機能と｢ヒストリー｣機能
一度調べた言葉や慣用句などを記憶して、リストの中からすぐに呼び出すことができる｢ヒスト
リー｣機能を搭載しています。
10. その他の特徴･機能
(1)｢W シーン｣機能
(アスタリスクキー)長押しで待受画面、アドレス帳、スケジュール、配色、着信音をシーン
に合わせて 2 つのモードに切り替えることができます。
(2)｢赤外線通信｣
｢赤外線通信｣機能を搭載した携帯電話(*33)と、アドレス帳や画像などの交換が簡単にできます。
｢EZ テレビ 番組ガイド｣を使えば、｢W43H｣をテレビなどのリモコンとして使えます。
(3)｢防犯ブザー(*34)(*35)｣
｢0｣キーを長押しすると大きな音が鳴り、周囲の注意を向けさせることができます。
(4)｢拡張セキュリティー｣
パスワードを 4 桁から 8 桁まで設定可能です。
また、
紛失時に遠隔操作でデータ消去ができます。
(5)会話を録音(*36)できる｢IC レコーダー｣
最長約 3 時間の録音が可能で、
「会議モード」、｢口述モード｣の 2 つのモードに対応しています。
(6)ビジネスメール作成に威力を発揮する｢メールサポート辞書｣
挨拶、手紙、季節文例や日本語を英語に変換する｢メールサポート辞書｣をプリセットしてい
るので、ビジネスメールなどを簡単に作成できます。
(7)｢エクステンションモード｣
電池残量が少なくなったとき、利用できる機能を制限し、通常より長く使用できます。
(8)｢フレンドリーデザイン｣
キーの表面積が広く、押しやすさを考慮したタイルキーを採用し、｢ペア機能｣、｢スマートモ
ード｣、｢でか文字｣、｢でか通話音｣にも対応しています。
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(9)｢Hello Messenger｣
同時に最大 5 人まで文字、写真、声でマルチなやりとりができる新感覚のチャット機能です。
(10)音声認識｢EZ ナビウォーク｣(声 de 入力）
カーナビのように目的地までの道のりを音声でナビゲートします。住所や電話番号を声で入力
することもできます。
(11)｢EZ 助手席ナビ｣
車の助手席で携帯電話を使って、音声で道案内します。
(12)GPS 機能が充実した｢安心ナビ｣
2 台の携帯電話にお互いを登録すれば、いつでもお子様の居場所をチェックできます。
(13)｢グローバルエキスパート｣
au IC カードを海外用 GSM 携帯電話に差し替えるだけで、いつもの番号のままで世界約 170 ヶ
国(*37)で利用できます。
■本文注記
＊1：ビュースタイル、イヤホンを使用、液晶の明るさを 3 に設定した場合
＊2：市販品
＊3：地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス｢ワンセグ｣は、2006 年 4 月 1 日に東京･名古屋･大阪およびその他一部地域より順次開
始した放送サービスです。｢ワンセグ｣サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。
社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/
地上デジタル放送は、6MHz の帯域を 1 つのチャンネルに割り当て、13 のセグメントに分割して放送されます。その中の 1 セグメントを利
用して携帯機器向けに放送するサービスを｢ワンセグ｣といいます。
＊4：DBEX™は、ダイマジック社の帯域拡張技術です。
＊5：データフォルダ使用時、最長約 16 分
＊6： microSD™メモリカード 512MB(市販品)使用時
＊7：設定が必要です。
＊8：通話時間が最長約 2 分程度までタイムシフト再生可能です。
＊9：テレビ番組によっては、字幕を提供していない場合があります。
＊10：卓上ホルダと AC アダプタを接続する必要があります。また、設定が必要です。
＊11：各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する通信方式
＊12：EZWeb 及びパケット通信料定額サービスへの加入が必要です。EZ チャンネルプラス通信料はパケット通信料定額サービスの対象です。情報
料は無料です。尚、手動でダウンロードした場合は、月額 315 円(税込)とは別にパケット通信料がかかります。
＊13：EZWeb への加入が必要です。手動更新時は通常パケット通信料がかかります。
＊14：情報料は無料です。別途パケット通信料がかかります。
＊15：別途｢Duogate ID｣が必要です。
＊16：別途パケット通信料がかかります。
＊17：本製品使用の材料は、東レ株式会社のとうもろこしを原料とする植物由来プラスチック｢エコディア｣で、従来の石油系樹脂と比べ CO2 排出
量、石油使用量を減らすことのできる環境に優しい新素材です。
＊18：au Music Player 再生、ステレオイヤホン使用、音量 12 の場合
＊19：一部楽曲で、曲名、アーティスト名、アルバム名が｢その他｣と表示され、プレイリストに登録できない場合があり、また｢うたとも™｣では
取り扱いしていないものがあります。
＊20：｢うたとも™｣サービスは一部有料です。
＊21：対応 OS：Microsoft® Windows® XP Home Edition SP1/SP2、Microsoft® Windows® XP Professional SP1/SP2 の各日本語版標準インストールのみ

11

＊22：データによってはバックアップできないものがあります。
＊23：試供品
＊24：市販ソフト｢SD-Jukebox｣松下電器産業株式会社製を使用
＊25：｢再生ズーム｣｢切り出しズーム｣ができるのは UXGA、SXGA、VGA での撮影画像です。
＊26：microSD™メモリカード 256MB(市販品)以上使用時
＊27：2004 年秋冬以降のモデルでパソコン用ソフト｢MediaStage SE｣または、｢SD-VideoWriter｣搭載の一部機種。本機能をご利用の場合は
｢MediaStage SE｣または、｢SD-VideoWriter｣のアップデートが必要となる場合があります。また、一部再生できない場合があります。
＊28：一部機種や録画モードによっては再生できない場合があります。
＊29：一部サイトによっては、閲覧できない場合があります。
＊30：Picsel Technologies により実現しています。
＊31：対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。｢PC ドキュメントビューア
ー｣で表示できるドキュメントは PC 等と完全に同一ではありません。｢PC ドキュメントビューアー｣でドキュメントが正しく表示されない場
合があっても、Microsoft Corporation、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。
＊32：クレジットカードと同様にご利用金額を後からお支払いいただく方法です。
＊33：相手の機器やデータの種類･容量によっては正しく送受信できない場合があります。
＊34：防犯ブザーの音量、約 98dB は端末からの距離が 10cm 程度の音量になります。端末からの距離が 1m の場合の音量は、約 80dB となります。
約 80dB とは、交通量の多い道路や地下鉄の車内相当です。周囲の環境などによっては、ブザー音が聞き取りにくい場合があります。また、
ブザー音の音量調節はできません。
＊35：購入時は｢OFF｣に設定されています。
＊36：録音は、本体データフォルダ、microSDTM メモリカード(市販品)に可能です。
＊37：2006 年 7 月現在

■他社商標注記
・microSD™は SD アソシエーションの商標です。
・｢エコディア｣は、東レ株式会社の登録商標です。
・｢着うた®｣｢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または商標です。
・｢うたとも TM｣はソニー株式会社の商標または登録商標です。
・Picsel、Picsel Powered、Picsel Viewer、Picsel Document Viewer、また Picsel キューブロゴは
Picsel Technologies の商標、または登録商標です。
・Microsoft®, Microsoft® PowerPoint® は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
・Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® Office は、米国 Microsoft Corporation の商品名称です。
・｢おサイフケータイ®｣は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
・FeliCa はソニー株式会社の開発した非接触 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。
・BREW®および BREW®に関連する商標は、QUALCOMM 社の商標または登録商標です。
・｢au｣は KDDI 株式会社の商標または登録商標です。
・記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、
お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と
情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

