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2010 年 5 月 17 日 
日立コンシューマエレクトロニクス株式会社 

 
「セレクトキーパッド*1」を採用した携帯電話「          (ベスキー)」を製品化 

キーの打ち方や好みに合わせて選べる 3 種類のキーパッドを用意 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
日立コンシューマエレクトロニクス株式会社(取締役社長:渡邉 修徳/以下、日立)は、このたび、3

種類のキーパッドを付属し、キーの打ち方や好みに合わせてキーパッドが選べる携帯電話
「beskey(ベスキー)」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。 
 

「beskey」は、キーの形状が異なる 3 種類のキーパッドを付属し選べる「セレクトキーパッド」が特長
です。携帯電話のキーの打ち方や好みは人それぞれ異なるため、「フロートキー」、「ウォータードロッ
プキー」、「ウェーブキー」の 3 種類を付属し、ユーザーの使い方に合わせて快適にキー入力できる
ようにしています。「フロートキー」は、浮き輪のようなふくらみのあるキーで指に優しくフィットし、「ウォ
ータードロップキー」は透明感、奥行き感のあるデザインでしっかりとした押し心地です。「ウェーブキ
ー」は波のような立体形状のキーでなめらかに操作できます。本体のカラーは「プリズムピンク」、「トゥ
インクルホワイト」、「スターリーネイビー」の 3 色で、付属の 3 種類のキーパッドは、それぞれ本体のカ
ラーに合わせた色になっています。 
 

楽しく使いやすいデザインとして、本体背面のサブディスプレイ*2 に 7×17 個の LED を配置し、
ハートやリボン、犬などのモチーフや模様を赤い光と 7 色に光る着信 LED で演出する「ルミナスサ
イン」を搭載しています。光の演出は通話やメールなどの着信・受信、本体開閉、アラームなどで合
計 178 パターンあります。また、キーバックライト*3の「ルミナスキーライト」は 7 色から選べるほ
か、本体を開くと 大 7 色の光による演出で携帯電話を彩ります。ヒンジ部分には、本体カラーに 
よって異なるアクセントピースを施し、ワンポイントアクセントとして携帯電話をさらに引き立てます。 
 

キー入力が必須なメール機能も充実しています。絵文字は全 3,000 種類*4 搭載しており、さらに
入力したいデコレーション絵文字に関するワードを打ち込むと、プリセットのデコレーション絵文字へ
の変換が簡単にできます。これまではリスト形式のみの表示だったメールメニューも、アイコン形式の
表示でグラフィカルなものも用意しています。また、待受画面に表示される受信メールの通知アイコ
ンを選択するだけでメール本文がすぐに確認*5 できたり、返信メール作成時に簡単に返信元メール
が確認できたりするなどの新たな機能も追加しています。さらに、ユーザーが使いやすいようにキー
入力の割り当てを 3 パターン用意しています。 
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また、防水*6 対応を始め、片手でも簡単に開く機構の「スムースオープン」、本体の傾きに応じて画

面をスクロールできる「スムーススクロール」、専用キーで電池の消耗を抑える「パワーセーブモード
*7」など、毎日を快適にする機能が満載です。そのほか、「笑顔検出オートシャッター」対応 8.1 メガ 
オートフォーカス付カメラ、3.2 インチ フルワイド VGA IPS 液晶で大きくきれいに視聴できる「ワンセ
グ」など充実した機能を搭載しています。 
 
■本文注記 

*1 セレクトキーパッド: ご購入時には、フロートキーが取り付けられています。キーパッドは取り付けた状態で使用してください。 
*2 サブディスプレイ:パワーセーブモード中は明るさ「Level1」になります。また、表示されないシーンがあります。 
*3 キーバックライト:パワーセーブモード中は照光されません。 
*4 全 3,000 種類: デコレーション絵文字 2,503 種類、au 絵文字 497 種類、合わせて 3,000 種類の絵文字をプリセットしています。 
*5 すぐに確認:未読メールが 1 件の場合のみです。 
*6 防水:IPX5/IPX7 相当の防水性能です。 

IPX5:内径 6.3mm のノズルを用いて、約 3m の距離から約 12.5ℓ/分の水を 3 分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルに

よる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。 
IPX7:常温で、水道水、かつ静水の水深 1m の水槽に電話機本体を静かに沈め、約 30 分間水底に放置しても、本体内部に浸水せ

ず、電話機としての性能を保ちます。 
*7 パワーセーブモード: 使用状況や使用環境などによって異なります。 

 
■他社商標注記 

・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。 
 
■日立携帯電話 ホームページ URL 

http://k-tai.hitachi.jp/ 
 
■お客様からのお問い合わせ先 

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質問は KDDI 株式会社までお問い合わせください。 
●お客様から au へのお問い合わせ先 
  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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■新製品の主な特長 
1. 3 種類のキーを付属し選べる「セレクトキーパッド*1」 

(1) セレクトキーパッド 
携帯電話のキーの打ち方は人それぞれ異なり、操作しやすい携帯電話のキーも人それぞれ

異なります。「セレクトキーパッド」はユーザーに合わせて操作しやすくなるように、「フロートキー」、

「ウォータードロップキー」、「ウェーブキー」と 3 種類のキーパッドを付属しています。それぞれキ

ーの形状が異なり、触り心地、押し心地に違いがあるほか、自分で取り外しや取り付けができる

構造になっています。本体のカラーは「プリズムピンク」、「トゥインクルホワイト」、「スターリーネイ

ビー」の 3 色で、キーパッドもそれに合わせた色になっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 3 種類のキーの特長 
フロートキー：浮き輪のようなふくらみのあるキーで、指に優しくフィットします。 
ウォータードロップキー：透明感、奥行き感のあるデザインで、しっかりとした押し心地です。 
ウェーブキー：波のような立体形状のキーで、なめらかに操作できます。 

 
2. 多彩なイルミネーションをはじめとした楽しく使いやすいデザイン 

(1) ルミナスサイン 
本体背面には、サブディスプレイ*2 の 7×17 個の赤い LED と 7 色に光る着信 LED から成る

「ルミナスサイン」を搭載しています。「ルミナスサイン」は通話やメールなどの着信・受信、本体開

閉などのシーンで、合計 178 パターンの光の演出が可能です。アドレス帳と連動させ、光のパタ

ーンで誰からのメールなのかなどがわかるように設定することもできます。 
 
 
 
 

添付資料 
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(2) ルミナスキーライト 
キーバックライト*3 は 7 色から選べ、本体を開いた際は全 7 色を点滅させる演出も可能です。 

(3) アクセントピース 
ヒンジ部分に、カラーバリエーションに応じてラインストーンやミラー感のあるピースを施し、見た

目にアクセントを加えています。 
(4) 画面デザイン 

画面デザインは、元気一杯な「ポップ」、棚に並ぶ雑貨が可愛らしい「シェルフ」、飽きのこない

「スタンダード」、日立エアコンでおなじみの「白くまくん」などを搭載しています。 
 
3. 使いやすくなったメール機能 

(1) 簡単デコレーション絵文字変換 
デコレーション絵文字を入力する際、沢山の一覧から探して選択することなく、入力したいデコ

レーション絵文字に関するワードを入力し変換すると、簡単にデコレーション絵文字が入力でき

ます。絵文字の種類も全 3,000 種類*4 と豊富なので、メールがますます楽しくなります。 
 
 
 
 

(2) グラフィカルなメールメニュー 
従来はリスト形式で表示されていたメールメニューを、グラフィカルなアイコン形式で表示します。

もちろんリスト形式での表示も可能です。 
(3) メール本文一発表示 

未読メール 1 件の場合、待受画面に表示されるメール受信の通知アイコンを選択するだけで、

メール本文の画面をすぐに確認できます。 
(4) 送信メール頻度から呼出 

メール作成の際、送信メール頻度から宛先の設定ができ、よくメールを送る人のアドレスを簡単

に探すことができます。 
(5) 宛先の複数選択 

複数人に送信するメール作成の際、アドレス帳から複数人の宛先を一度にまとめて設定するこ

とができます。 
(6) 返信元メール参照 

返信メールの作成の際、通話キーの長押しなどで返信元のメールが簡単に確認できます。 
(7) フォルダ振り分けとフォルダロック 

従来の受信ボックスのフォルダ振り分けに加えて、送信ボックスもフォルダ振り分け可能です。

フォルダ振り分けの設定はメールアドレスだけではなく、件名でも可能です。また、フォルダに暗

証番号でのロックが可能です。 
(8) より便利なデータフォルダ保存メール 

デコレーション絵文字の例
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データフォルダに保存した受信メールから返信や本文転送、送信メールからコピーして編集す

ることができます。 
(9) キー割り当て変更 

句読点や改行などを入力する動作を、キーの表示通りのほか、2 種類のパターンの動作に変

更することが可能です。 
 
4. 便利な快適機能 

(1) 防水*5 対応 
バスルームやキッチンなどの水回りなどでも安心して使える防水対応です。 

(2) スムースオープン 
少し開くとスムースに開く機構で、左右どちらの手でも、片手でも簡単に開くことができます。 

(3) スムーススクロール 
サイドのライトキーを押して本体を傾けると、傾きに応じて EZweb や E メール本文確認画面な

どをスクロールすることができます。 
(4) パワーセーブモード*6 

専用のキーで、電池の消耗を抑えるパワーセーブモードに切り替えることができます。 
 
5. 多彩な充実機能 

(1) 有効画素数約 808 万画素 オートフォーカス付カメラを搭載 
笑顔を見つけて自動的にシャッターが切れる「笑顔検出オートシャッター」や撮影シーンを自

動で判別する「オート撮影シーン」などを搭載しています。また、撮影した写真や動画を季節など

のテーマ別に閲覧や自動再生が出来る「イメージアルバム」を搭載しています。 
(2) アンテナを内蔵した「ワンセグ」を搭載 
(3) 音楽も映像も本も楽しめる「LISMO」に対応 
(4) 歩いた距離や消費カロリーを自動で計測する「カロリーカウンター*7」を搭載 
(5) 高精細の画面で「スムーススクロール」に対応した「PC サイトビューアー」を搭載 
(6) 人気ゲームを 2 タイトル、コミック・小説を各 1 タイトルプリセット 
(7) 英和・和英・国語など 6 つの辞典の「しゃべるモバイル辞典」を搭載 

 
■本文注記 

*1 セレクトキーパッド:ご購入時には、フロートキーが取り付けられています。キーパッドは取り付けた状態で使用してください。 
*2 サブディスプレイ:パワーセーブモード中は明るさ「Level1」になります。また、表示されないシーンがあります。 
*3 キーバックライト:パワーセーブモード中は照光されません。 
*4 全 3,000 種類:デコレーション絵文字 2,503 種類、au 絵文字 497 種類、合わせて 3,000 種類の絵文字をプリセットしています。 
*5 防水:IPX5/IPX7 相当の防水性能です。 

IPX5:内径 6.3mm のノズルを用いて、約 3m の距離から約 12.5ℓ/分の水を 3 分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルに

よる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。 
IPX7:常温で、水道水、かつ静水の水深 1m の水槽に電話機本体を静かに沈め、約 30 分間水底に放置しても、本体内部に浸水せ

ず、電話機としての性能を保ちます。 
*6 パワーセーブモード:使用状況や使用環境などによって異なります。 
*7 カロリーカウンター:本機能をご利用中は、通常よりバッテリーの消費が早くなります。 
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■他社商標注記 

・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。  

 
■「beskey」の主な仕様 

商品名 beskey 

サイズ(幅×高さ×奥行) 約 50×109×14.7mm 

重量 約 123g 

連続通話時間(国内) 

連続待受時間(国内) 

約 250 分 

約 280 時間 

充電時間 約 140 分(AC アダプタ使用時) 

ワンセグ連続視聴時間*1 
DBEX™「OFF」時 約 3 時間 30 分 

DBEX™「ON」時 約 3 時間 20 分 

カラー プリズムピンク／トゥインクルホワイト／スターリーネイビー 

メインディスプレイ 

画面サイズ／ドット数 

最大約 26 万色 IPS 液晶 

約 3.2 インチ／480×854 ドット(フルワイド VGA) 

サブディスプレイ 7×17 ドット LED 

カメラ画素数 有効画素数約 808 万画素 

データフォルダ容量 約 500MB(BREW®フォルダと共有)  

E メールファイル添付容量、添付数 
受信 1 件/2MB*2、25 件 

送信合計/2MB*3、5 件 

E メール受信ボックス／送信ボックス容量 約 16.32MB(または 1,000 件)／約 8.28MB(または 500 件) 

E メール受信フォルダ 10 個 

アドレス帳登録件数 1,000 件(各 3 番号／各 3 アドレス) 

伝言メモ／音声メモ 合わせて 60 秒×10 件 

外部メモリ microSD™／microSDHC™メモリカード(別売：最大 16GB まで) 

*1：全画面表示、イヤホン使用、ディスプレイの明るさを Level3、なめらかモード「OFF」に設定した場合。ご購入時には、DBEX™機能が

「ON」設定になっています。 
*2：2MB 受信可能データは、「.jpeg/.jpg」の画像データのみとなり、その他はデータによって受信可能データサイズが異なります。 
*3：2MB 送信可能データは、「.jpeg/.jpg」の画像データのみとなり、その他はデータによって送信可能データサイズが異なります。 
 
＊仕様は予告なく変更する場合があります。 

以上 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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