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「株ケータイ SoftBank 920SH YK」を開発 
～パソコン並みに、株取引に必要な情報を一画面表示、夜間取引にも対応～ 

 
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）と SBI イー･トレード証券株式会社

（本社：東京都港区、社長：井土 太良）、インベストリア株式会社（本社：東京都港区、社長：加地 邦彦）は、

SBI イー･トレード証券での株取引が可能なアプリケーションソフトがプリインストールされた携帯電話機

「株ケータイ SoftBank 920SH YK」を開発、ソフトバンクモバイルより 2008 年 3 月下旬以降発売します。 
 
「株ケータイ SoftBank 920SH YK」は、「株ボタン」（    ）を押すことで専用アプリ（株ケータイ SBI 版）

が立ち上がり、「サイクロイドスタイル」対応の 3.2 インチフルワイド VGA 液晶画面の特長を活かした見

やすい横画面でポートフォリオやマーケット情報・株式情報などの市況情報をリアルタイムに閲覧できる

ほか、簡単な操作で実際にオンライントレードが行える、株取引に特化したアプリケーションソフトを搭

載した携帯電話機です。また、19 時以降の夜間取引にも対応していることから、パソコンを持ち歩くこと

なく外出先でも気軽に株取引ができます。 
 
※ 本サービスの利用には、SBI イー・トレード証券株式会社の証券口座が必要となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 「株ケータイ SBI 版」（専用アプリ）の特長 

①ポートフォリオ閲覧 
自分で保有/登録している株の情報を、リアルタイムに確認可能。情報は 5 秒ごとに自動で更新され

ます。また、パソコンで登録している銘柄とも連携できます。 
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※ 画像はイメージです。
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②取引 
 ポートフォリオや、個別銘柄の「気配」や「チャート」を見ながら、簡単な操作で取引ができます。 
 
 
 
 
 
 
 
③マーケット情報閲覧 
 リアルタイムに最新のニュースが閲覧できます。 
 
 
 
 
 
  
④株式情報 
 個別銘柄の株価詳細情報や、「日足」、「週足」、「月足」チャートなどの情報を閲覧できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 「株ケータイ SoftBank 920SH YK」の主な特長 
 3.2 インチフルワイド VGA 液晶搭載。16:9 のフルワイドスクリーンでワンセグを楽しめる※ 
 海外でもそのまま使える世界対応ケータイ 
 3.2 メガピクセルオートフォーカスカメラ搭載。名刺読み取りなど多彩な機能に対応 

※ ワンセグは、利用環境によってノイズが入ったり、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、

ソフトバンク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。 
 
 
3. 主な対応サービス・機能（予定） 

ワンセグ ○ ミュージックプレイヤー ○ Bluetooth® ○ 
赤外線通信（IrDA） ○ シンプルモード ○ PC サイトブラウザ ○ 
世界対応ケータイ ○ 3G ハイスピード ○ デコレメール※1 ○ 

S!ミュージックコネクト ○ 着うたフル® ○ 電子コミック ○ 
S!アプリ（メガアプリ） ○ S!情報チャンネル ○ S!速報ニュース ○ 

Yahoo! mocoa ○ S!タウン ○ S!ともだち状況 ○ 
S!一斉トーク ○ TV コール ○ S! FeliCa ○ 

S! GPSナビ － S!おなじみ操作 ○ S!電話帳バックアップ ○ 
ちかチャット※2 ○ ちかゲーム ○ PC メール － 

※1 「アレンジメール」は、2008 年 2 月 1 日よりサービス名称を「デコレメール」に変更します。 
※2 本サービスを利用するための S!アプリには、18 歳未満のお子さまによる本アプリの利用を保護者の方が制限することができる「利

用制限機能」を搭載しています。なお、携帯電話の「操作用暗証番号」を用いて「S!アプリオールリセット」を行うと、利用制

限機能で設定している暗証番号もリセットされ、利用制限機能が解除されます。 
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4. 主な仕様（予定） 

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 50×110.6×18mm（折りたたみ時、突起部除く） 
重さ 約 123g 

W-CDMA 網 約 240 分/約 330 時間（静止状態、折りたたみ時）※1 連続通話時間 
/待受時間 GSM 網 約 260 分/約 300 時間（静止状態、折りたたみ時）※1 
「ワンセグ」連続視聴時間 約 4 時間 15 分※2 

メイン 3.2 インチフルワイド VGA（480×854 ドット） 
New モバイル ASV 液晶（最大 26 万色） ディスプレー 

サブ 0.5 インチ（60×32 ドット）有機 EL（白 2 行） 
モバイルカメラ（画素数/タイプ） 有効画素数 320 万画素/CMOS（オートフォーカス対応） 
外部メモリー/推奨外部メモリー容量 microSDTMカード（別売）/最大 2GB 
カラー メタルブラック 

  ※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、利用場所の電波状態、機能の設定状況などにより、利用

時間が半分以下になることがあります。 
※2 充電を満たした新品の電池パックを装着し、明るさ設定 2（自動）、同梱のイヤホンマイク使用、電池レベル 1（電池残量約 10％）

を残した計算値です。 
 
5. 発売時期 : 2008 年 3 月下旬以降 
 

 「株ケータイ SoftBank 920SH YK」は開発中のため、上記仕様は変更される可能性があります。 
 

以 上 
 
 

 2008 年 1 月 28 日現在、海外の GSM ネットワークでは 180 の国と地域で音声通話、111 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 50 の国と地域で音声通話およびインター

ネット接続サービス、44 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。 
 「サイクロイドスタイル」、「サイクロイド」は、シャープ株式会社の登録商標です。 
 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.の登録商標です。 
 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。 
 「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。 
 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。 
 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。 
 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 920SH YK」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。 
 microSD は、SD Card Association の商標です。 
 株ケータイ、PC サイトブラウザ、3G HighSpeed、デコレメール、S!ミュージックコネクト、S!アプリ、メガアプリ、S!情報チャンネル、

S!速報ニュース、S!タウン、S!ともだち状況、S!一斉トーク、TV コール、S! GPS ナビ、S!おなじみ操作、S!電話帳バックアップ、ちか

チャット、ちかゲーム、アレンジメールは、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。 

 


