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ANTEPRIMA GOLD
ANTEPRIMA PINK

“フラワーモチーフがオトナ可愛い、
きらめくエレガントスマートフォン”
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１

２

３

４ スペック

女性から愛されるブランド・ANTEPRIMAデザイン＆ジュエリーイルミネーション

◆ANTEPRIMAを象徴するフラワーモチーフ（フィオーリ）をちりばめたエレガントデザイン。ホーム画面やウィジェット・デコメ絵文字等もスペシャルデザインが
施され、外見も中身もオトナ可愛いデザイン。ワイヤーで編んだオリジナルリボンストラップ付き！

◆ジュエリーイルミネーションが華やかさを演出。

 

着信時などに光る美しい連動イルミは、色もパターンも選べて、自分好みに。裏向きに置いた状態でも、
カメラリングに美しく光る背面イルミネーションが気分を上げる。

◆女性の手のひらになじむ、幅59mmの操作しやすいコンパクトサイズ。フラワーモチーフが可愛いホームキーのほか、ジュエリーのようにカットを施した押しやすい
キーが2つ。丸みを帯びたデザインが握りやすく、指紋の目立ちにくいディスプレイで画面はいつも綺麗！

自分好みにアレンジ可能！楽しいお役立ちアプリ＆プレミアムタッチペン

女子力を上げてくれる機能が満載

◆手書きダイアリーや手書きメモなど、手書きのアナログ感を活かしたお役立ちアプリが満載。さらにANTEPRIMAのモチーフをかたどったスタンプも多数搭載し、
可愛くアレンジ可能！

◆「デザインテーマ変更」から、カンタンに画面デザインを一括変更可能。壁紙だけでなく、ページガイドや新着通知アイコンまで着せ替え範囲が広い！
さらに、オリジナル手書きフォントで、フォントまで自分好みにカスタマイズ！

◆プレミアムタッチペン付きだから、デコメ作成やメールの編集もすいすいエレガント。ANTEPRIMAデザインのタッチペンは、カラーもデザインも素敵！

◆高性能810万画素カメラに、クロマキーやトイカメラ風に撮れるアートカメラを搭載。友達に自慢したくなるような、オシャレな写真がカンタンに撮れる。
パノラマ機能も搭載し、ワイドな写真もこれ1台で。また130万画素インカメラ搭載で、自分撮りも手軽に綺麗に撮れます。

◆好評のおくだけ充電、防水、おサイフケータイ、赤外線、ワンセグに対応。その他、知的美人をサポートするマルチメディア対応本格電子辞書もプリインストール。

◆歩行・走行中を検知し、気付きにくい状態で着信音を大きくする「気配り着信」や、傾きと揺れから手に持っている状態を検知し、画面を見ている 中には画面が
消えがないようにする「持ってる間ON」などの新機能を搭載。可愛いだけじゃなく使いやすさも兼備。
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～Design×Music～
自分らしいスタイルで、アクティブに持ち歩こう。

ＬＩＭＥ ＲＥＤ

st

ＢＬＡＣＫ
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１

２

３

４ スペック

コーナーストラップホールとメタリックフレームが個性的な、防水対応コンパクトデザイン

◆個性が光るコーナーストラップホールと、高品位な肌触りで何度も持ちたくなってしまうラバー風触感塗装で、スタイリッシュなデザインを実現。

◆手にすっぽり収まるサイズ感で防水・防塵対応だから、シーンや場所を選ばずアクティブに持ち歩ける！

◆コンパクトでありながら防水、おサイフケータイ、赤外線、ワンセグなどお馴染みの便利機能にしっかり対応。

ハイクオリティな音質で約50時間の音楽再生！さらに本体側面のPlayキーでいつでもすぐに再生可能

スマホライフをとことん楽しめる！操作しやすいブラウジングやシーンに応じてモード切替できるエコ技で

 
快適、安心

◆約50時間の音楽再生に対応したミュージックプレイヤー「Music'n Player」を搭載！通勤中や外出先でもバッテリーを気にせず思う存分楽しめます。
本体側面にはPlayキーを配し再生操作もシンプルかつスタイリッシュに。

◆シャープ独自の高音質処理技術（※1）でクリアで拡がりのある自然なサウンド音を実現。さらに表現豊かなDolbyMobileサウンド効果とカラーが選べる
カスタマイズプレイヤーでミュージックライフを自分流にアレンジ。今聞いている曲を友達につぶやけるコミュニケーション機能も搭載。
(※1：イヤホン使用時のみ対応)

◆簡単にワイヤレスで同期できる「MediaJet」に対応し、Wi-Fi設定しておけば、家でおくだけ充電を行うと自動でiTunes（※2）で管理していた楽曲や
プレイリストと同期が可能で便利です。
(※2：iTunesStoreで購入したライセンス付きのコンテンツは取り込み不可)

◆指への追従となめらかスクロールを両立させたダイレクトトラッキング技術で、快適なタッチ操作性を実現。スマホライフの定番、
ブラウジングも思い通りに！

◆バッテリー持ちが心配なスマートフォンでも、使用シーンに合わせてモードが選べるエコ技設定で画面消灯時の余分な通信をカットしてくれるから安心！
時間や電池残量での自動切替にも対応しているから、ライフスタイルに合わせたカスタマイズができます。

◆屋外でも見やすい「アウトドアビュー」＆「リフレクトバリアパネル」や伝言メモなど日頃役立つ機能に対応。英和・和英辞書や歩数計など便利なツールが
詰まったSHﾂｰﾙを搭載。日本語にこだわったシャープ独自の文字入力や辞書活用のための「文辞技」やタッチ入力をスムーズにするキー拡大機能対応。

st
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White
ＰｉｎｋBlack Purple

全部入りなのにコンパクト！
快適操作のキャップレス防水スマートフォン
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１

２

３

４ スペック

全部入りでこのサイズ。欲しい機能が凝縮されたコンパクトデザイン

◆幅62mmのちょうどいいサイズで片手でも使いやすく、快適に操作できる。
USB接続口にキャップがなくても防水を実現し、キッチンなどの水周りでも安心して使える。キャップの開け閉め無しで充電が可能で、閉め忘れの心配もありません。

◆赤外線・ワンセグ・おサイフケータイ搭載で基本をしっかりサポート。しかも電池パックがもう１つと、さらに持ち運びにもぴったりで電池パックの充電も可能

 
（※1）なバッテリーチャージャーL01も同梱され、万が一の充電切れにも安心です。

(※1

 

持ち運び中は充電できません。)

◆IPS液晶搭載で驚くほどキレイな画面。しかも多方向から見ても自然な色彩を再現でき、写真や動画の感動をそのままに表現できる。

ストレスを感じないサクサク動作＆驚くほど心地よいタッチパネル

デコメユーザ必見！フルにデコメを楽しめる充実のコンテンツ＆新ＵＩ

◆高性能1.5GHzデュアルコアCPUでマルチタスクもストレスフリー＆超高速通信Ｘｉ（クロッシィ）対応でサクサクブラウジング。目的地への地図表示など日常
生活の操作やインターネットがもっと楽しく快適に。

◆タッチ操作のレスポンスを向上させたIPS液晶ディスプレイを搭載し、クセになるほど滑らかな動きと、驚きの反応速度や追従性によりかつてない快適な
操作性を実現。

◆明るいところと暗いところの差が大きなシーンでも、高速ＨＤＲ機能なら露出の違う3枚の画像を組み合わせて、見た目に も近い明るさでキレイに撮れる。
しかも動画撮影中に写真が撮影できたり、タイムキャッチショットなど、使えるカメラ機能満載。

◆デコメダウンローダーにより季節やイベントに応じてデコメ絵文字が自動で追加配信。いつでも 新のデコメが手に入る。（※2）
(※2

 

別途パケット通信料が発生いたします。)

◆絵文字クイック搭載で文字と絵文字が同時入力可能。また、上下左右にカーソルが移動できるソフト十字キーを採用しているからいままでのケータイより、
メールをもっと楽しく便利に書ける。

◆カフェやレストランなどの場所・口コミがすぐ分る「Style Navi」搭載で初めての場所でも楽しく遊べる。定期的にアプリ上にアップされる街のおしゃれさん
のスナップとファッション情報から身に付けているファッションアイテムのブランドチェックと、いま自分がいる場所から一番近いお店もすぐ分る。
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フルスペックをこの薄さに。
Ｘｉ対応エレガントスリムスマートフォン

White Pink Brown
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１

２

３

４ スペック

洗練された薄型フォルムに、Xi・NOTTV・デュアルコアCPUなどフルスペックを凝縮

◆薄さを追求した佇まいはそのままに、より上質に洗練された7.8mmのエレガントなデザインと3色のカラー。

◆Xi

 

×

 

1.5GHzデュアルコアCPUで、ストレスを感じることなく、スマホ向け放送局「NOTTV」や情報量が多いWeb・動画もさくさく快適に閲覧できる。

◆4.3インチ大画面HD液晶・高感度8M瞬撮カメラなど 新の機能を搭載。

急速充電対応の大容量バッテリー搭載だから、安心してアプリやサービスを楽しめる

防水・おサイフケータイ・ワンセグなど、おなじみの便利機能や「フィーリングタッチ」で、より快適で
使いやすく。

◆約30分で50%まで（※1）充電できる急速充電（※2）に対応。時間がない時でもすぐに充電できて安心。

（※1 充電のお知らせ（電池残量15%未満）が表示されてからすぐに充電を行った場合の充電時間。ACアダプタ03使用時の充電時間：約50分）

◆薄くても充実の1800mAh大容量バッテリーを搭載だから、安心して 新のサービスや、さまざまなアプリが楽しめる。

◆設定した電池残量になると自動で節電してくれる「お好みecoモード」と「しっかりecoモード」のほか、設定した曜日、時間に合わせて自動でecoモードを
起動する「ecoモード自動設定」にも対応で、賢く節電。

◆タップや拡大/縮小などの操作と連動して振動する「フィーリングタッチ」搭載で、タッチ操作がさらに使いやすく快適で楽しい。

◆防水・おサイフケータイ・ワンセグ・赤外線通信など、今までのケータイと同じように使える機能が満載。

◆ワンセグを見ながら番組に関するつぶやきが見られる「ついっぷるテレビ」や、動画や写真・音楽を、パソコンやAV機器とワイヤレスでリンク可能な
「MEDIAS LINK」で、より生活が楽しく、便利に。

ノッティーヴィー

（※2 同梱の卓上ホルダ

 

N40 及びACアダプタ

 

N04が必要です。）
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高質感デザインと高精細ディスプレイ
手のひら大画面ＡＶスマートフォン

ゴールド ブラックチェリーピンク
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１

２

３

４ スペック

手のひらサイズに大画面約４．６インチ高精細ＨＤディスプレイ搭載で動画もキレイ。

◆縦でも横でも持ちやすく、異なる材質からなるコントラストが美しいサイドラインの、高質感ラウンドフォルム。

 
ワンハンドでも使いやすいフィットキー®で文字入力もスムーズ。

◆狭額縁技術でサイズを抑えたボディに、大画面約４．６インチ高精細ＨＤ（720×1280ドット）ディスプレイ搭載。
さらにビューブラインド®でまわりの目も気にならない。

◆ビエラ®で培ったパナソニック独自の高画質技術モバイルPEAKSTMエンジン搭載し、コントラスト補正や超解像技術でキレイな肌色やキメ細やかな表現を実現。

 
大画面でＹｏｕｔｕｂｅTMなどＨＤサイズのコンテンツやワンセグ、持ち出した録画番組もキレイに視聴。

約１３２０万画素カメラ搭載で撮る・楽しむ・つながる、かんたん高画質。

１．５ＧＨｚデュアルコアＣＰＵ、おくだけ充電、防水など充実スペックで使いやすさを追及。

◆サイドのシャッターボタンでサッとカメラ起動、ルミックス®で培った高画質技術で人肌や風景が美しく、キレイな写真がすぐ撮れる。

 
おまかせｉＡ®はシーンを自動で認識して撮影。インカメラにも対応していて自分撮りも自動でキレイ。また、マイカラー®で１２パターンの個性的な撮影も。

◆撮った写真はポストビューからそのまますぐ編集可能。色彩アレンジなど特殊効果やらくがきなどができる。

◆ピクチャジャンプ®で、加工した楽しい写真をそのまま、サッとかんたんにＳＮＳやメールに投稿してみんなにシェア。

◆１．５ＧＨｚデュアルコアＣＰＵ搭載でアプリの起動や再生はもちろん、ゲームや動画再生もサクサクとスムーズに操作できます。

 
おくだけ充電で手軽に充電が可能、さらにエコナビ®搭載。

◆防水・防塵対応、おサイフケータイ、赤外線通信、など充実の便利機能。ダウンロード辞書やiWnn MEI V.2.2対応で文字入力も快適。

◆ＤＬＮＡ®など機器連携も豊富。Wi-Fi を利用してテレビ（ビエラ）やブルーレイディスクTMレコーダー（ディーガ®）の録画番組や放送中の番組を
Ｐ－０６Ｄでストリーミング再生が可能。おくだけ充電対応のディーガに置くだけで録画済の番組（※1）を自動転送、充電もできる。

（※1 あらかじめディーガで持ち出し番組の作成が必要です。）
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Precious White
Precious Bｌack

使いやすくてデータ移行もカンタン
上質コンパクト防水スマートフォン
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１

２

３

４ スペック

手にフィットするコンパクトなサイズと、上質感あふれるデザイン仕上げ

◆手にフィットするラウンドフォルムと女性にも持ちやすい幅60㎜のコンパクトなサイズ。上質感溢れるホワイトは、角度が変わるごとに変化するパール調の
フレームがアクセント。ブラックは、指紋が目立たないマット仕上げと落ち着いた輝きのフレームで上品な仕上がり。

◆コンパクトで上質なデザインでありながら、しっかり防水機能（IPX5/8）にも対応。日常生活での突然の雨や水がかかったときなど万が一でも安心。ビジネスから
プライベート、さらにキッチンや水周りでも利用シーンが広がる。

◆デザインにこだわった豊富な50種類の壁紙用画像をプリインストール。きせかえツールのように、壁紙やアプリ一覧の背景画面を一括で変更できる「テーマ設定」
に対応。プライベートからビジネスまで、利用シーンや好みにあわせてカスタマイズが可能。

５Ｍカメラや本格電子辞書・ワンセグ・スマートフォン移行アプリなど、お手軽なのに機能充実

初めてでも迷わない直感操作＆新ヒューマンセントリックエンジン対応で使いやすい

◆初めてのスマートフォンへの機種変更でも、今まで使っていた富士通製ｉモードケータイ（※1）

 

情報の引き継ぎをサポートする「かんたんお引越し」アプリを搭載。
電話帳・メール・ブックマーク・スケジュールなど、microSD経由で一括で移行できるので面倒な操作がなく超便利。
(※1

 

ｉモードケータイ対応機種は、2008年夏モデル以降の富士通FOMA端末です。)

◆500万画素カメラは、QRコード対応の自動シーン認識やスマイルファインダーなど多彩な撮影に対応。さらに、音声や動画ファイルに対応している本格マルチメディア
辞書「富士通モバイル統合辞書＋」（※2）

 

し、広辞苑やリーダーズ英和辞典など電子辞書専用機同等辞書を搭載。
(※2

 

一部の辞書はダウンロードによる提供となります。アプリのダウンロードにかかるパケット通信料はお客様のご負担となります。)

◆データー交換に便利な赤外線通信やおサイフケータイ・ワンセグ・FMトランスミッタなど、機能が充実しているから長く使っても満足できる。さらに、アプリごとに
起動のロックがかけられる「mi lock」（※3）、ID・パスワードを一括管理するパスワードマネージャーも搭載。
(※3

 

アプリをダウンロードすることでご利用いただけます。アプリのダウンロードにかかるパケット通信料金はお客様のご負担となります。)

◆進化した「サクサクタッチパネル」に加え、モード切替なしに記号や絵文字を手書きで素早く入力できる「NX!Input」、高性能日本語入力システム「ATOK」で、
文字入力も充実の使いやすさ。絵文字やデコメールも楽しめる。

◆初めて使う人でも迷わず操作ができる「NX! comfort UI」を搭載。「ステータスバータブ」「スライドナビゲーション」を搭載し、各種操作を直感的にさりげなく
ナビゲーション。不在着信や新着メールの通知も一目でわかりやすい工夫を盛り込んだホーム画面をご用意。

◆ヒューマンセントリックにより、クリアな会話を実現。電話相手の声をより聞きやすく調整する「スーパーはっきりボイス3」、周囲の雑音を抑えて自分の声を
クリアな音声で届ける「スーパーダブルマイク」を搭載。新たに、環境にあわせて着信音量を調整する「気配り着信」にも対応。
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思いのままに操る快適さ。
Xi対応世界最軽量プレミアムパフォーマンスXperiaTM

Black OrangePinkWhite

(※

 

LTE規格対応スマートフォンにおいて。2012年5月15日ソニーモバイルコミュニケーションズ調べ。)
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１

２

３

４ スペック

洗練されたデザインと使いやすいサイズが、よりスピーディで快適な操作を実現

◆受信時 大75Mbps*の超高速通信Xi対応

 

& 1.5GHzデュアルコア搭載。Xi対応世界 軽量（※1）

 

、
使いやすいサイズと快適な操作性で、次世代のスピードを体感できます。
＊

 

Xiエリアの一部に限ります。

 

(※1

 

LTE規格対応スマートフォンにおいて。2012年2月28日ソニーモバイルコミュニケーションズ調べ。）

◆4つのブロックからなるシンプルで洗練されたフォルムに、各ブロックを隔てるCross lineとカメラリングのアクセントが上質さを演出します。

◆ソリッドなイメージのブラック、印象的なオレンジ、艶やかなピンク、洗練されたホワイトの4色をラインナップ。多彩なカラーと個性豊かな質感が、
プレミアムな存在感を放ちます。

先進のエンタテインメント機能で、毎日をもっと楽しく

ワンセグ、赤外線通信、おサイフケータイなどが使えて、さらに便利に

◆ソニーの音楽体験を集結した“WALKMAN”アプリケーションを搭載。VPT、クリアオーディオテクノロジー、xLOUDなどこだわりの音質とあわせ、音楽を独自に
解析したVisualizer（ビジュアライザー）や、新たな音楽との出合い方としてFacebookの友達がすすめる楽曲を自動でリスト化し一覧できます。

◆うす暗い場所でも美しい写真が撮れる、”Exmor

 

R for mobile”採用のオートフォーカスカメラ搭載。高速起動で撮りたいシーンを逃さず、
日常のワンシーンを思いどおりに表現できます。

◆高精細・高輝度な“Reality Display”で、撮影した写真や動画を鮮明に表示。小さな文字も見やすく表示するのでWebやファイルの閲覧も快適に行えます。

◆便利なワンセグ、赤外線通信、おサイフケータイを搭載。Xi対応だからWi-Fiテザリングがより快適に、利用シーンが広がります。

◆快適な文字入力をサポートするPOBox

 

Touch 5.1を搭載。片手で操作のしやすいサイズで文字入力も快適に行え、メールもスムーズに入力できます。

◆撮影した写真の月別表示や、地図上に撮影場所を表示できるアルバム機能を搭載。撮りだめた写真の思い出を便利に管理できます。
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It understands you.
究極のインテリジェント・スマートフォン

Ｐｅｂｂｌｅ

 

Ｂｌｕｅ Ｍａｒｂｌｅ

 

Ｗｈｉｔｅ



2020

１

２

３

４ スペック

高峰の有機ELディスプレイと先進機能搭載で、さらに進化したハードウェアスペック

これまでにない新しい操作方法で、あなたを理解した心地よい使い勝手を実現

GALAXY初のおサイフケータイに対応、充実の便利機能で広がる使い方

◆ 高峰の有機ELディスプレイと先進機能搭載で、さらに進化したハードウェアスペック。

◆約4.8インチHD SUPER AMOLEDディスプレイでより自然に迫力ある映像をお届けします。

◆ 32GBの大容量メモリ、2100mAhの大容量バッテリー搭載。SDカードも利用できるので、今まで以上に安心して使えます。

◆オリジナルの使い勝手を追求。電話を耳元に運べば電話がかけられるなど全く新しいMotion UXを搭載、さらにディスプレイタッチでの操作も充実、

また音楽・動画プレイヤーの操作方法も一新して使い勝手がアップしました。

◆動画をポップアップで再生しながら別の操作ができるポップアッププレイに対応。好きな動画を見ながら、メールやWebなど端末操作が可能となりました。

◆革新的な顔認識機能の搭載で、端末ロックの解除や画面を見ている間は消灯しないなど、今までにない使いやすさを提供します。

◆GALAXYでもいよいよおサイフケータイに対応。SuicaやiDに対応したことにより便利になります。

◆GALAXYの画面をそのままTVに映し出せる、新機能Wi-Fiディスプレイ（※1）に対応し。撮った写真やWEB画像、ファイルなどをTVの大画面で楽しめます。
（※1 利用にはWi-Fiディスプレイ対応のTVもしくは受信機が必要です。）

◆今まで以上に正確に明るさを感知するRGBセンサー、不在着信・メール受信時に光る3色の通知LED、さらには気圧センサーを搭載して、

新しい世界を提案します。
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大画面と省エネを両立した4.7インチHD液晶搭載
Xi対応ハイスペック防水スマートフォン

Ｗｈｉｔｅ
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１

２

３

４ スペック

新開発！超大型4.7インチ HD液晶とフラグシップモデルにふさわしいデザインの融合

◆「スリムフレーム設計」により幅約67mmの中に4.7インチの大迫力画面を実現！AQUOSで培った技術を応用した高画質エンジン「SVエンジン3」を装備、写真や動画を
色鮮やかに表示したり、自然な色合いで表示することで高精細HD液晶がさらに見やすく、美しく。

◆画面占有率70%以上のフルディスプレイや流線形状を実現し大画面を搭載しながら手になじむ背面デザインや、ロック解除や/電話着信などで呼吸するように輝く
アーチ状イルミネーション（仮称）が、フラグシップモデルにふさわしい高級感を実現。

◆周囲の目を気にせず利用できる覗き見防止機能「カラーベールビュー」を搭載。また「docomo

 

Palette UI」とオリジナルホーム「Feel

 

UX」を搭載し、気分に応じ
てホームアプリを切替できる。

高速通信「Xi」と高性能CPUに対応。その他機能も充実でより快適

「新開発省エネ液晶」×「1900mAh大容量バッテリー」×「エコ技」機能で長時間使いやすく

◆超高速通信「Xi」に対応。「ブラウザツールボックスメニュー（仮称）」により、大画面液晶ながらサイト閲覧が片手でも直感的に行える。さらにシャープ
独自のタッチ操作チューニング「ダイレクトトラッキング技術」により画面が指に吸いつくような操作感と流れるような動きを実現。

◆1.5GHzデュアルコアCPU&デュアルチャンネルメモリを搭載。2つのCPU&2つのメモリにより、アプリ起動や画面切替時の重たい処理も低消費電力で効率よく高速
に処理できるので、ブラウジングだけでなくストリーミング再生が今まで以上に快速・快適に。

◆防水、おサイフケータイ、赤外線、ワンセグなど国内利用で欠かせない便利機能に対応。大容量内蔵メモリ(16GB（※1)）で映像の保存やアプリの
インストール容量もアップ。連撮モード&HDR対応1210万画素裏面照射型CMOSカメラ、FMトランスミッター、高音質を実現する「Dolby Mobile v3」など、
多彩な機能を実現。（※1 内蔵メモリにはプログラム使用領域を含みます。）

◆新開発の省エネ液晶「Super-CGSilicon液晶」搭載。液晶パネルの透過率を向上させることで、使用電力を低減しつつ同じ見え方に。また、液晶にメモリを内蔵し、
きめ細かなシステム制御で省エネを実現。さらに、バックライトと液晶の制御を行い屋外でも見やすく。

◆電池持ちにこだわった「1900mAh大容量バッテリー」や「省エネ待受け」、「エコバックライトコントロール」を搭載。さらにコネクタを抜きさしする手間を省き、
手軽に充電できる「おくだけ充電」にも対応。

◆待受時のアプリケーション動作によるバッテリー消費を自動で制御したり、液晶バックライトの消費電力を賢く制御するなど、独自の省エネ技術「エコ技」機能が

 
さらに賢く進化。通信・動作頻度の高いアプリをランキング表示し、バックグラウンドのアプリ制御が可能に。
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速く、美しく

 
XperiaTM

 

は新基準へ

Ｗｈｉｔｅ Ｂｌａｃｋ
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１

２

３

４ スペック

XperiaTM × Xi
◆XperiaTMが遂に「Xi」に対応。受信 大75Mbps*の超高速通信でネットや動画の利用が快適になります。Wi-Fiテザリングに対応し、外出先でPC等をネットに
接続できます。＊

 

Xiエリアの一部に限ります。

◆XperiaTMが自宅でのインターネットライフを変えていく。
「ブラビア」などのテレビにHDMI変換ケーブル（別売り）等でつなぐだけで、テレビ画面でインターネットが楽しめます。もちろんXperiaTMに保存している写真や
動画もテレビの大画面で楽めます。

◆XperiaTMでのSNSのコミュニケーションが、よりスムーズに。
「Xi」対応だから、facebook, twitterといったSNSの情報更新がスムーズです。XpeiraTMからの動画や静止画の投稿、閲覧もストレスなく行えます。

XperiaTM × Design

XperiaTM × Technology

◆XperiaTMのarc形状がアップグレード。4.6インチの大画面ながら、エレガントなarcが形状が手になじみます。カラーはパール感のあるホワイトと、深い青味の
あるブラックを採用し、シンプルな美しさを実現しました。

◆XperiaTMはプレミアム。メタリックな輝きのアクセントラインを境に、前面には光沢素材を採用し、背面にはマットな素材を採用しました。ディスプレイOn/Off時
にはSONYロゴが優しく輝き、プレミアム感を演出しています。

◆XperiaTMは、ソフトも美しい。音楽、動画、写真を管理するアプリケーションが、新しくソニーの技術やサービスと連携した”WALKMAN”､"Movies"､"Album“
アプリケーションに。グラフィカルなUIと新機能で、エンタテインメント性が高まりました。

◆XperiaTMは画面がくっきり鮮やか。約4.6インチHD ”Reality

 

Display”に、外光下でも見やすいClear Black Panelと豊かな再現力のモバイルブラビアエンジン
を採用。お気に入りの写真や動画を鮮明に映し出します。

◆XperiaTMは操作が快適。 新OSの進化したマルチタスク処理により、アプリケーションの切り替えがスムーズに行えます。さらに1.5GHzデュアルコアCPU搭載で

 
処理能力も向上。滑らかになったディスプレイタッチが、より快適な操作を可能にします。

◆XperiaTMは、撮った写真も美しい。カメラは約1300万画素、マルチAR5枚レンズを搭載。開放値はF2.4で、多くの光を取り込み自然な明るさの写真が撮れます。
”Exmor R for mobile”搭載により、薄暗い場所でも撮った写真が鮮やかです。
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最先端のクアッドコアCPU 搭載
All in one ハイスペック防水スマートフォン

ＷｈｉｔｅＢｌａｃｋ Ｂｌｕｅ
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１

２

３

４ スペック

クアッドコアCPU×Xi（クロッシィ）で高速レスポンス！

◆新体感！クアッドコア1.5GHzCPUとXiの 強タッグであらゆるシーンで極上のサクサク感を実現！また12コアの高性能グラフィックエンジン搭載で、
高速描画や超美麗グラフィック表現。

◆12コアのグラフィックエンジンと省電力コアを搭載した世界唯一（※1）の革新的なクアッドコアCPU「NVIDIA(R) Tegra(R) ３」を搭載。
ゲームなどでは4つのコアをフル稼働、待受状態では動作クロックを抑えて稼働する5つ目の省電力コアを使用することで低消費電力を実現。
（※1 2012年5月15日

 

富士通調べ）

◆もう、小さい画面には戻れない！1677万色のフルカラーに対応した4.6インチ大画面HD液晶を搭載し超高精細大画面で全てを美しく鮮やかに映し出す。
さらに高音質エンジンDolby Mobile V3を搭載し、美しい映像を迫力あるサウンドで楽しむことが可能に。

進化した新ヒューマンセントリックエンジン＆スマート指紋センサーで使いやすさが向上

高性能1310万画素カメラや1800mAh大容量電池など充実のスペック

◆スイッチ付きのスマート指紋センサーでセキュリティ機能がさらに使いやすく。画面オフ状態からの画面ロック解除もスイッチとして利用できるのでスマート
操作で簡単に解除できます。

◆聞きやすさや見やすさを追求した新ヒューマンセントリックエンジンLSIを搭載。周囲の騒音環境や利用者の聴力特性に合わせて通話音声を聞きやすくする
音声技術や周囲の明るさや環境に合わせて自然な色味に見やすく自動調整する「インテリカラー」等、こだわり機能が満載です。

◆富士通製スマートフォン初の温湿度センサー、静かな場所では静かに、騒がしい場所では大きな着信音でお知らせする「気配り着信」や、覗き見防止の
「プライバシービュー」、手に持ってる間は画面をONにし続ける「持ってる間ON」を搭載。さらにサクサクタッチパネルも搭載！

◆任意のWiFiエリアへの出入りを自動で認識しON/OFFする「WiFiオートON/OFF」、ウェブページ内のリンクを先読みする「先読みブラウジング」、簡単操作でよく
使うアプリを起動できる「スライドインランチャー」、「おくだけ充電」に対応した大容量電池を搭載。

◆裏面照射型CMOSセンサー「Exmor®

 

R for mobile」と高感度＆低ノイズでフルHDムービー撮影や多彩な撮影機能を実現する画像処理エンジン「Milbeaut®

 

Mobile」
を採用し、静止画も動画も圧倒的に美しい高精細な撮影ができます。

◆防水・防塵対応、ワンセグ、赤外線、おサイフケータイ等に加え、電池長持ちに貢献する「NX!エコ」、全29の電子辞書が使える「富士通モバイル統合辞書+」（※2）
テンキー上から手書きが可能な「NX!input」と日本語入力システム「ATOK」等、基本機能が超充実。
（※2 一部の辞書は、ダウンロードによる提供になります。）
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ＢｌａｃｋＰｉｎｋ Ｂｌｕｅ

Xi＆NOTTV対応
感動美映像エンタテインメント

ノッティーヴィー
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１

２

３

４ スペック

NOTTVも地デジも、モバイルレグザエンジン＆レグザリンクで映像を楽しみ尽くす

◆圧倒的な発色性と高精彩感を実現する有機EL”NEW AMOLED plusディスプレイ”と高強度・高剛性を誇る強化ガラス、高音質エンジンDolby Mobile v3を搭載し、
日本初スマホ向け放送局NOTTVも地デジも 高の映像美で楽しみ尽くせます。

◆液晶テレビ＜レグザ＞の高画質化技術をスマートフォンに 適化した 新の映像高画質化技術「モバイルレグザエンジン6.0」を搭載。きめ細かなノイズ除去制御
技術「アクティブノイズリダクション」等に加え、適用範囲を拡大し、YouTubeも静止画も美しい画質で楽しめます。

◆レグザやレグザブルーレイと繋がる「レグザリンク・シェア」に対応。録画番組や放送中の番組を家中どこでも高画質視聴できるだけでなく、高画質なまま番組を
持ち出して外出先でも視聴できます。HDMI接続（※1）すればREGZA Phoneの画面をそのままレグザに出力できます。
(※１

 

HDMI変換アダプタ（別売）とＨＤＭＩケーブル（別売）が必要となります。)

Xi＆1.5GHｚデュアルコアCPU＆1310万画素カメラ＆充実機能も大容量電池で安心

進化したヒューマンセントリックエンジン＆指紋認証で使いやすさもセキュリティも万全

◆超高速通信Xi対応でインターネット利用が快適。高速＆高性能1.5GHzデュアルコアCPUを搭載し、圧倒的な処理性能で動画視聴もアプリ利用もタッチ操作もウェブ
閲覧も高い処理能力でストレスなく快適に楽しめます。

◆裏面照射型CMOSセンサー「Exmor®

 

R for mobile」と高感度＆低ノイズでフルHDムービー撮影や多彩な撮影機能を実現する画像処理エンジン「Milbeaut®

 

Mobile」
を採用し、静止画も動画も一眼レフ並みに美しく、高精細な撮影ができます。

◆電池長持ちに貢献する1800mAhの大容量電池＆「NX!エコ」、全29の電子辞書が使える「富士通モバイル統合辞書+」（※2）、キー上で手書き可能な「NX!input」＆

 
「ATOK」に加え、防水・防塵、ワンセグ、赤外線、おサイフケータイ等の基本機能も充実で安心。

(※2

 

一部の辞書は、ダウンロードによる提供になります。)

◆富士通こだわりタッチ操作感を実現するサクサクタッチパネルを搭載。富士通独自の「タッチ操作予測アルゴリズム」やタッチ操作やキー入力時の触感フィード

 
バック機能を搭載し、快適で思いのままに操作できるサクサクタッチパネルを実現しています。

◆聞きやすさや見やすさを追求した新ヒューマンセントリックエンジンを搭載。周囲の騒音環境や利用者の聴力特性に合わせて通話音声を聞きやすくする音声技術や
周囲の明るさや環境に合わせて自然な色味に見やすく自動調整する「インテリカラー」等、こだわり機能が満載です。

◆富士通製スマートフォン初のスイッチ付「スマート指紋センサー」で画面オフ状態からの画面ロック解除も「カチッ＆サッ」のスマート操作で簡単に解除できます。
覗き見を防止するプライバシービューやアプリごとにロック設定できるアプリロック機能にも対応しているので安心です。
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Ｂｌａｃｋ

5インチ大画面に即メモ！
NOTTV対応ALL in oneハイスペック防水スマートフォン
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１

２

３

４ スペック

マルチワイドIPS液晶の5インチ4:3比率の大画面で「観る・書く」が縦横自在に！

◆文庫本サイズの4：3比率5インチ液晶だから、ブラウザ・メール・電子書籍・Office資料などが、縦でも横でも大きく表示されてマルチに使いやすい！

◆群を抜く広視野角と色再現性・高感度を実現する、768×1024のハイスペックIPSディスプレイを搭載。さらに高輝度なので、外でも鮮明に閲覧可能。

◆ 近使った絵文字が常に文字入力画面内に表示される「ワンタッチ絵文字リスト」機能を搭載。テンキー入力でもQWERTY入力でも、絵文字入力モードに切り替える
手間を省いてカンタン入力！

「ワンタッチメモボタン」を押して、「タッチペン」でスラスラ手書き。画面へ”書く” ”保存” ”共有” がカンタン！

「NOTTV」＆「Xi」に加え、防水・おサイフケータイ・ワンセグ・赤外線にもフル対応

◆同梱の「タッチペン」で、Web画面や写真・地図などあらゆる画面に直接文字やイラストを書き込み、メールやFacebook・Twitterで共有したり、プリインアプ

 
リの「Notebook」へファイリング。

◆テンキー・QWERTY入力に加え、手書き入力にも対応。難しくて読めない漢字も手書きならカンタン入力！
人気アプリ「7notes」搭載で、読めない地名を手書きで検索が可能。人名や熟語を検索する際も困らない。

◆表現力のある様々なペンの種類やインク色、太さを設定できるから、電子辞書にラインマーカーで上書きしてオリジナル電子単語帳を作ったり、コミックに
色付けをして塗り絵を楽しむことができる。さらに、保存＆ファイリングすれば自分の単語帳や用語集が作れる。

◆ワイド画面なので縦持ちでもNOTTV視聴が可能。画面が大きいので同一画面内でTwitter利用も快適。

◆超高速通信「Xi」と超高速処理1.5GHzデュアルコアCPU搭載でストレスフリーな新次元ウェブブラウジング体験を。

◆防水、おサイフケータイ、ワンセグ、赤外線など便利機能をすべて搭載。さらにカーナビとしても使いやすい5インチ4：3ディスプレイだから
ドコモ

 

ドライブネットで本格カーナビも！（※1）
(※1 車でのナビゲーション利用はドライブネット契約（有料）と別売りの対応クレードルが必要)
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JOJO white

ジョジョの世界を華麗に再現ッ！
ジョジョコラボスマートフォン
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１

２

３

４ スペック

原作者

 

荒木飛呂彦氏のオリジナル書き下ろしイラスト＆サイン入りの連載25周年限定モデル！

◆原作者

 

荒木飛呂彦氏の書き下ろしイラスト＆サイン入り！原作者監修による「ジョジョの奇妙な冒険」の世界観を反映したスタイリッシュなデザイン。

◆書き下ろし壁紙を含む、大人気イラストの壁紙やライブ壁紙を数多くプリイン。ジョジョの世界観を反映した6種類のきせかえテーマと組合せることで、自分だけの
お気に入りのホーム画面を設定可能。

あのカーレースゲームF-MEGAとカラー版コミックを特別プリイン！名台詞でメールできる変換辞書も搭載！

新の「NOTTV」＆「Xi」と、防水・おサイフケータイ・ワンセグ・赤外線など、便利機能も充実！

◆漫画「ジョジョの奇妙な冒険」第３部に登場するF-MEGAアプリをプリイン！花京院とダービーの名勝負を体験できる！お気に入りのスタンドと合成できる
カメラアプリやトリッシュの電卓、イギーのマチキャラ、ウェザー・リポートウィジェット等も多数プリイン！

◆特別編集版

 

カラー版コミック第1巻～12巻をプリイン！5インチマルチワイドIPSディスプレイで、カラー版「ジョジョの奇妙な冒険」コミックを
より一層楽しめる！

◆ジョジョの名台詞をおりまぜたオリジナル予測変換辞書を搭載！オリジナルデコメ絵文字やデコメテンプレートも多数プリインしているので、キャラクターや
名台詞あふれるメールを作成可能。

◆ワイド画面なので縦持ちでもしっかりNOTTV視聴が可能。超高速通信「Xi」と超高速処理1.5GHzデュアルコアCPU搭載でストレスフリーな新次元ウェブブラウジング
体験を。

◆「ワンタッチメモボタン」&同梱の「タッチペン」で、Web画面や写真・地図などあらゆる画面を直接メモ書きして、メールやFacebook・Twitterで共有したり、
プリインアプリの「Notebook」へファイリング。ヘブンズドアのメモ帳もプリイン。

◆防水、おサイフケータイ、ワンセグ、赤外線など便利機能を搭載。
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スマートボディに迫力の5.0インチ
急速充電対応のパワフルスマートフォン。

ＢＬＡＣＫ
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１

２

３

４ スペック

約５.０インチ高精細ＨＤディスプレイ搭載

 

迫力の大画面と幅を抑えたボディ。

隙間時間に素早く充電

 

急速充電＆大容量バッテリー搭載でパワフルに使える。

プライベートもビジネスもパワフルに使える充実の機能と、レッツノート連携＆高いセキュリティ機能。

◆高速通信「Ｘｉ」対応＆高性能1.5ＧＨｚデュアルコアＣＰＵ搭載だから、ブラウジングもアプリも快適操作。

◆パソコン（レッツノート）（※2）と連携できるスマートアーチTM搭載。レッツノートとＰ-07Ｄの間でファイルをコピーするファイル送受信機能や、
Ｐ－０７Ｄでレッツノートの画面を表示・操作できるリモートデスクトップ機能（※3）に対応。

（※2 対応機種など詳しくは、P-07D商品情報ホームページをご覧ください。）
（※3 初回使用時はアプリケーションのインストールが必要です。）

◆画像やEメールを外部からの不正アクセスから守るために、「パーソナルプロテクト」を搭載。多数のロックパターンやICカード（※4）でロック設定ができる。
（※4 ICカード設定はEdyのみ対応しています。ICカードを登録する場合は、あらかじめおサイフケータイの初期設定を行ってください。あらかじめセキュリティ設定が必要です。充電中はICカードで

のロック解除はできません。）

◆大画面・高精細ＨＤディスプレイ搭載で、映像は迫力の大画面で楽しめる。ドキュメントファイルや地図などの細かい文字もくっきりで見やすい。

◆狭額縁設計により、幅を抑えたスマートボディを実現。大画面と持ちやすさを両立。

◆防水・防塵（IPX5/7、IP5X）性能にも対応し、利用シーンが広がる。

◆約30分で半分（※1）まで充電できる専用の急速充電ACアダプタを同梱。隙間時間で充電できるので、外出先でも継続して利用が可能。
（※1 充電のお知らせ（電池残量15%未満）が表示されてからすぐに充電を行った場合の充電時間。ACアダプタ03使用時の充電時間：約50分）

◆１８００ｍAhの大容量バッテリー搭載。

◆ムダを見つけて自分でエコするエコナビ®搭載でさらに使用時間アップ。
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多彩な動画をHD画質で楽しむ
エンタメ系AQUOS PHONE

ORANGE WHITE BLACK

sv
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１

２

３

４ スペック

超高速通信「Xi」と1.5GHｚデュアルコアCPUを大容量バッテリーで快適に使える。

◆超高速通信Xi対応でさまざまなネット動画を瞬時に再生可能。

◆1.5GHｚデュアルコアCPU搭載により、ブラウジングやストリーミング再生が高速処理できるようになりました。さらにシャープ独自のタッチ操作チューニング
「ダイレクトトラッキング技術」により画面が指に吸いつくような操作感と流れるような動きを実現。

◆安心して使える1900mAの大容量バッテリーを搭載。画面OFF時のアプリ動作を制御する「省エネ待受」など、さらに賢く進化した独自の省エネ技術「エコ技Ⅱ」
との相乗効果により思う存分動画を楽しめます。

スマホ向け放送局NOTTV対応！高精細液晶と高音質で動画をもっと楽しく！

大画面なのにコンパクト！個性際立つ「ポリゴンシェルデザイン」と満載の充実機能

◆NOTTV対応なので、多彩なジャンルの番組を、高画質・高音質で楽しめるほか、番組と同一画面上でＳＮＳも楽しむことができ、見ているみんなと興奮や感動
をシェアできます。

◆NOTTV/ワンセグ対応アンテナを搭載したスタイリッシュな卓上ホルダ「Viewer Dock」(仮称)を同梱。さらに充電を開始することで新着動画やおすすめ動画を
お知らせする「Dock to play」(仮称)機能に対応。

◆高画質エンジン「SV エンジン3」に対応した超高精細4.5インチHD液晶と迫力の音質を体感できる「Dolby(R) Mobile v3」でNOTTVの高画質映像に
適な視聴環境を実現。

◆多角形の面構成で他とは違う個性を主張する「ポリゴンシェルデザイン」。四隅をカットし、背面のサイドを絞り込むことで大画面でも手になじむコンパクトな
持ち感を実現。

◆SH-10Dの画面をテレビの大画面で楽しめる「ワイヤレス出力」にも対応し、「スマートファミリンク」などのAQUOS連携がさらに進化。さらに車内でも手軽に
利用できるFMトランスミッターなど様々な接続方法に対応し利用空間がさらに広がります。

◆防水、おサイフケータイ、赤外線、ワンセグなど国内利用で欠かせない便利機能に対応。
また連撮モードに対応した1210万画素裏面照射CMOSカメラやAQUOS PHONE独自の使いやすさを追求したSHオリジナルホーム「FeelUX」など多彩な機能を実現。

sv
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NOTTVを10.1インチ大画面で楽しめる、防水

 ファミリータブレット。

ノーブルシャンパン
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１

２

３

４ スペック

NOTTVやYouTube TMを迫力の大画面&臨場感あふれる高画質、高音質で楽しめる。

ディーガ®の録画番組を家じゅういろいろな場所で楽しめる、お部屋ジャンプリンク＆防水・防塵対応。

お子さまからシニアの方までみんなで使える、便利で楽しいファミリー向けアプリが充実。

◆約10.1インチのIPS液晶ディスプレイを搭載。大画面で広視野角だから、家族みんなで一緒にNOTTVやYouTubeTMなどを楽しめる。

◆ビエラ®で培った高画質技術モバイルPEAKSTMエンジンのコントラスト補正や彩度補正、超解像処理で、NOTTVやYouTubeTMなどの映像がより色鮮やかに

くっきりと。

◆原音に忠実な高性能ステレオフリーエッジスピーカーと、SRS TruMedia HDTMの信号処理技術により臨場感あふれるサウンドを実現。

◆リビングのブルーレイディスクTMレコーダー(ディーガ)とDLNA®で連携して、録画番組（※1）や放送中の番組を、寝室など別の部屋から楽しめる、
お部屋ジャンプリンクに対応。わかりやすいメニュー画面でDLNA機器連携の設定・操作が可能。

（※1 あらかじめディーガで持ち出し番組の作成が必要です。）

◆防水・防塵対応だからキッチンなど水まわりでも動画やインターネットが楽しめる。

◆家族みんなのスケジュールや伝言、思い出の写真などをアプリで手軽に共有できる「ファミリーポータルTM」。外出中の家族もスマートフォンから
共有できるので便利。

◆お子さまにも簡単な大きめのアイコン操作で名作絵本や図鑑を楽しめる「ファミリーえほんTM」。名作絵本は読み上げ機能に対応。

◆メモを書くような感覚ですばやく文字入力できる「クイック手書き®」や、趣味として人気の高い将棋アプリを搭載
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その他
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大画面を楽しもう。
らくらくタッチ操作でスマートフォンデビュー

ゴールド
ネイビー ピンク
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１

２

３

４

らくらくタッチパネルとらくらくメニューでインターネットも簡単に

◆ボタンのように押した感触がある、使いやすいタッチパネルを搭載！押し間違いが少なくタッチ操作が初めてでも安心です。画面のはじに手が触れてもタッチ操作
できるので、しっかり握って操作できます。インターネットを見たり、写真をめくったり、あらゆる操作が快適にできます。

◆初めてのスマートフォンでも迷わず操作できる分かりやすさ＆タッチ操作の使いやすさを追求したかんたんなメニューを塔載！
らくらくホンと同じ口語調のメニューを塔載しているので、らくらくホンからの機種変更の際も安心して始められます。

◆大きいボタンと賢いATOKで文字入力もらくらく。音声での文字入力や手書き入力にも対応して使いやすくなっています。さらに、音声で話すだけで、
インターネットの検索や機能の呼び出しができます。いろんな写真をトップ画面（仮称）でスライドショーして楽しめます。

らくらくホンの見やすさ、使いやすさ、聞きやすさがさらに充実

らくらくホンセンターへの相談や様々なサポート機能で初めてのスマートフォンでも安心

◆らくらくホンでおなじみのワンタッチダイヤル機能を搭載。簡単な操作で写真付きメールやデコメールも送ることができます。どんな場所でも見やすく、
環境に合わせて色調や明るさを調整して目の疲労を軽減します。受話専用スピーカーを搭載し、余裕の音量と歪みの少ない受話音声を実現。

◆丸みを持たせた形状や手になじむ背面の形が持ちやすくなっています。ホームボタンや音量ボタンは大きなボタンと押しやすさを追求した配置と突出量で
押し間違いもなく、確実に操作できます。本体側面には、握り心地が良く滑りにくい加工を施し、しっかり握れます。

◆進化した「おまかせカメラ」では、高感度センサーを搭載し写真をキレイにすばやく撮影することができます。さらにタッチシャッター機能を搭載し、
フォーカスを当てたい対象に直接指でタッチして撮影する直感的な操作が可能になりました。

◆購入後、難しい設定なしにすぐに使い始められます。もし使い方に迷っても、使い方ヘルプボタンを押すだけでその機能の使い方を調べたり、
「らくらくホンセンター」の専門アドバイザーに無料でつながるワンタッチメニューがあったりと、初めてのスマｰトフォンでも安心です。

◆文字が大きくて見やすく、かんたんで分かりやすいシンプルなｄメニューから天気・ニュース・コラムなど気になる情報をいつでもどこでも調べる事ができます。
また地図やラジオ、ゲーム（麻雀、将棋、他）などの機能や、グルメ、旅、ショッピングなどの楽しくて便利なサービスが満載です。

◆防水防塵（IPX5，8/IP5X）対応で場所を選ばず使用でき、万一の時も安心して使えます。緊急時に役立つ、ワンタッチブザーを塔載し大音量ブザーの鳴動と同時に
登録した電話番号へ自動発信もできます。災害時に役立つエリアメールと災害伝言版にも対応。
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イエロー ブルー

45

その他

防水・防塵でより安心！
あんしん機能にしぼったキッズケータイ

ピンク
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１

２

３

４

通話と防犯ブザーとGPS、あんしんに必要な機能だけをかんたんに操作できる

◆ワンタッチで予め登録した連絡先4件にかんたんに通話、SMS送信ができる。SMSは、定型文に加え、自由入力が可能に。ｉモード非対応でブラウザ非搭載のため、
有害サイトへのアクセスの心配も無用。電話帳に登録していない相手への電話とSMS送信はできません。

◆危ないときは、防犯ブザーで周囲にお知らせ。防犯ブザーを引くと大音量（※1）のブザーと連動して、保護者（イマドコサーチご契約者）に現在地情報を通知。
また、緊急連絡先（全3件）へ自動で音声発信できる（※2）
（※1

 

スピーカー部から10cmはなれたところで約100dB

 

）（※2

 

あらかじめ設定が必要）

◆お子さまの居場所を「イマドコサーチ」（※3）で確認できます。電源キー長押しで行う「簡易電源OFF」では、電源オフ時に居場所をお知らせする
「電源OFF検索」(※4)に加えて、電源オフした後でも「いますぐ検索」でお子さまの居場所を確認できます。

（※3

 

「イマドコサーチ」は探す方（例：保護者）のケータイにお申し込みが必要です。（月額使用料210円／検索料5.25円）また、検索するには探される方が検索を許可する設定（回線契約者ご本人様
が、ドコモUIMカードとHW-01Dをご持参のうえドコモショップにお越しいただくか、ドコモあんしんホットラインに直接お電話いただき、お手続き下さい）を行う必要があります。
検索には別途パケット通信料がかかります。検索料は無料通信分の適用対象外です。）

（※4

 

電源をOFFした後に設定した検索間隔で自動的に検索する機能には対応しておりません。）

防水、防塵に対応し、強化プラスチックウィンドウを採用。本体は選べる3色のカラー。

利用モードを「大人」に変更可能！必要な機能だけをかんたんに操作できます。

◆濡れた手でも大丈夫！防水（IPX5/7）、防塵（IP5X）に対応。
さらに、強化プラスチックウィンドウと、傷がつきにくい硬度9H（※5）のスーパーハードコーティングを液晶部分に採用しました。
（※5：JIS K5600基準）

◆丸みを帯びたデザインで、お子さまの小さな手でもしっかり握りやすくなりました。
イエロー、ピンク、ブルー、3色のカラーバリエーション。

◆電池のふたは専用ネジでロック。第三者が故意に外すことはできません。

◆お買い上げ時は利用モード「こども」、設定変更で「大人」に変更可能。
基本機能はそのままに、メニューのひらがな/漢字表示や文字の大きさ、SMSの定型文の種類を変更できます。

◆ワンタッチで予め登録した連絡先4件にかんたんに通話ができるので、携帯電話の操作に不慣れな方でもあんしんしてご利用いただけます。
また、イマドコサーチで離れたおじいちゃん、おばあちゃんの居場所を確認できます。

◆電話帳登録やGPSなどの設定は、利用モード「こども」と同様に、お年寄りの方が変更できないように、暗証番号で管理できます。

46

その他
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小さくても高速通信
スリム&スタイリッシュWi-Fiルーター

Red
White

47

その他
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１

２

３

４

いつでも気軽に持ち運びができるスリム＆スタイリッシュデザイン

◆スリム＆コンパクトサイズで、バッグに入れてもジャマにならずいつでも気軽に持ち運びができます。

◆Ｗｈiｔｅ、Ｒｅｄの2色のカラーに丸みを帯びたスタイリッシュデザイン。

接続状態はもちろんデータ通信量もひと目でわかる本体ディスプレイ

受信時 大75Mbps＊、送信時 大25Mbpsの超高速データ通信に対応

 

＊

 

Xiエリアの一部に限ります。

◆当月利用したデータ通信量が表示され、あらかじめ設定しておいたデータ通信量まで、あとどのくらい利用できるか簡単に確認できます。

◆本体ディスプレイで電池の残量、電波の状態、無線LAN機器の接続台数や省電力設定など、現在の状態をひと目で確認できます。

◆かんたんなボタン操作で本体の電源操作や、省電力設定ができます。WPS対応で無線LANのセットアップもらくらくできます。

◆Xiエリアの高速データ通信だけでなく、FOMAエリアでも受信時 大

 

14Mbps、送信時 大5.7Mbpsの超高速データ通信に対応しています。
XiとFOMAの自動切換え機能により、移動しても自動的に利用可能な通信サービスに切り替わります。

◆無線LAN規格はIEEE 802.11b/g/n（※1）に対応。クライアントは 大10台まで接続でき、様々なWi-Fi機器をインターネットに接続できます。
(※1：2.4Ghlz帯のみ対応になります。)

◆WORLD WING（3G）に対応し、海外でもデータ通信をご利用いただけます。（※2）
(※2：国際ローミングはLTEには対応しておりません。)

48
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■参考

 

スマートフォン端末シリーズの提供価値について

コンセプト

広がる
楽しさ

心地よい

 親しみ

使える

 安心

先進の

 驚き

ビジネスを

 スマートに

使いこなす

 満足

提供価値 2012年夏モデルでの価値実現ポイント

親しみやすく

 毎日の楽しさが広がる

先進的で

 自分の可能性が広がる

仲間とつながる！

こだわりのデザイン！

初めてでも

 
使いやすい！

新しい体験！

スピーディーな動作！

さらに快適に！



 

音楽（SH-07D/SO-05D）・NOTTV（N-07D）・写真（P-06D）など、

 
かんたんにシェアして仲間とつながれます。



 

Xi対応機種がwithシリーズにも3機種登場で、よりスムーズに

 
コミュニケーションを楽しめます。



 

性別・年代を問わず選びやすいサイズバリエーション

 
（3.4inch～4.6inch）で、手にフィットする端末が見つかります。



 

豊富なカラーバリエーション（7機種21色）で、気にいった色が

 
見つかります。



 

iモードケータイでおなじみの機能（ワンセグ・赤外線通信・おサイフケータイ）

 

に全機種対応。防水も多くの機種で対応（SO-05Dを除く全機種）。



 

「スマホなるほどツアーズ

 

for docomo with series」プリインで、

 
初めてのスマホでも使いこなせます。



 

大画面化（4.3inch以上）と高精細化（HD解像度が6機種）で迫力ある動

 
画やキレイな写真・アプリケーション画面を体感できます。



 

NOTTV対応機種が4機種増加。お客様の好みに合わせてお選び

 
いただけます。



 

全機種Xi対応で、ドコモの高速・大容量・低遅延ネットワークによる

 
スピーディーな情報アクセスが可能です。



 

全機種デュアルコア以上のCPUと1GB以上のRAMを搭載し、より

 
サクサク操作できます。



 

全機種1700mAh以上のバッテリー搭載で、電池持ちを気にせず

 
使い倒せます。



 

全機種8GB以上のROM搭載で、dマーケットのリッチなコンテンツ

 
も快適に楽しめます。
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＜Ｘｉについて＞
※受信時最大７５Ｍｂｐｓは、Ｘｉエリア内一部の屋内施設での速度です。対応施設の詳細については、「ドコモのホームページ」でご確認ください。

屋外エリアでは受信時最大３７．５Ｍｂｐｓ、送信時最大１２．５Ｍｂｐｓとなります。
※通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、

実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

＜ＦＯＭＡハイスピードについて＞
※通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、

実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
※ＦＯＭＡハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大３８４Ｋｂｐｓの通信となる場合があります。ＦＯＭＡハイスピードエリア

外のＦＯＭＡエリアにおいては、送受信ともに最大３８４Ｋｂｐｓの通信となります。
※送信時最大５．７Ｍｂｐｓに対応したエリアの詳細についてはドコモのホームページでご確認ください。

＜Ｘｉ対応機種のＷｉＦｉテザリングについて＞
※ご利用にはｓｐモードのご契約が必要です。

※テザリングを利用してインターネットに接続した場合、ご利用の環境によっては外部機器においてアプリケーション（ブラウジング・ゲームなど）が
正常に動作しない場合があります。

※初期設定では、外部機器とスマートフォン・タブレット間でパスワードなどのセキュリティは設定されていません。任意のパスワードなどの設定を
お勧めします。

＜ＦＯＭＡ対応機種のＷｉＦｉテザリングについて＞

※ご利用にはspモードのご契約が必要です。

※通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホーダイ

 

フラット」などのパケット定額サービスへのご加入を強くお勧めします。

※「パケ・ホーダイ

 

フラット」などのパケット定額サービスにご加入の場合、パケット通信料は、「パソコンなどの外部機器を接続した通信」として

課金されます。

※テザリングを有効にした場合、外部機器が接続されていない状態でも、すべてのパケット通信が「パソコンなどの外部機器を接続した通信」と

なりますので外部機器での通信が終了次第、テザリングを無効にすることを強くお勧めします。

※テザリングを利用してインターネットに接続した場合、ご利用の環境によっては外部機器においてアプリケーション（ブラウジング・ゲームなど）が

正常に動作しない場合があります。

※初期設定では、外部機器とスマートフォン・タブレット間でパスワードなどのセキュリティは設定されていません。任意のパスワードなどの設定を

お勧めします。

■各機能に関する注意事項
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＜防水について＞
※ご使用の際はリアカバーやキャップ（外部接続端子カバー）が確実に閉じているかご確認下さい。
※防水性能を維持するため、異常の有無にかかわらず２年に１回部品の交換をおすすめいたします（有料）。
※ＩＰＸ５とは、内径６．３ｍｍの注水ノズルを使用し、約３ｍの距離から１２．５Ｌ／分の水を最低３分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、

電話機としての機能を有することを意味します。
※ＩＰＸ７とは、常温で水道水、かつ静水の水深１ｍのところに携帯電話を沈め、約３０分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを

意味します。
※ＩＰＸ８とは、常温で水道水の水深１．５ｍのところに携帯電話を沈め、約３０分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。

＜防塵について＞
※ＩＰ５Ｘとは、保護度合いを指し、直径７５μｍ以下の塵埃が入った装置に電話機を８時間入れて攪拌させ、取り出したときに電話機の機能を有し、

かつ安全に維持することを意味します。

＜３Ｄについて＞
※３Ｄ映像の見え方には個人差があります。体調がすぐれないとき、視聴中に体調の変化を感じた場合などには、３Ｄ視聴はお控え下さい。他人が著作権を

有する映像を３Ｄ変換される場合、個人で楽しむなど、私的目的の範囲内でご使用下さい。

＜おくだけ充電について＞
※ 「おくだけ充電」とは、ＷＰＣの規格に準拠したドコモのワイヤレス充電機能のことです。

＜フルＨＤ（ＨＤ）ムービーについて＞
※フルＨＤ（ＨＤ）サイズの撮影動画保存はｍｉｃｒｏＳＤ™カード（別売）をご利用ください。

＜長持ちバッテリーについて＞
※ 「長持ちバッテリー」は、連続待受６００時間以上を有することを意味します。

＜ｓｐモードについて＞
※ご利用には、月額使用料３１５円（税込）が必要です。

※コンテテンツ決裁サービスについては、サービスに対応したコンテンツに限ります。
※ｓｐモードメールは、ｉモードの解約とｓｐモード契約のお申込を同時に行う場合に限り、

 

ｉモードのメールアドレスの引継ぎが可能です。

※ｓｐモードメールは家族間無料メールには非対応です。
※電話帳バックアップサービスのご利用には電話帳バックアップアプリのダウンロードおよび初期設定が必要です。バックアップ可能なデータには制限が

あります。

■各機能に関する注意事項
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＜おくだけ充電について＞

※「おくだけ充電」とは、WPCの規格に準拠したドコモのワイヤレス充電機能のことです。

【ＮＯＴＴＶについて】
※ＮＯＴＴＶは株式会社mmbiが番組・コンテンツを提供するスマホ向け放送サービスです。
※視聴には月額420円（税込）のサービス利用料がかかります。
※ＮＯＴＴＶのご利用に際しては、パケット定額制通信サービスに加入されることを強くお勧めします。
※ＮＯＴＴＶはモバキャス放送エリア内にて視聴いただけます。詳しくはＮＯＴＴＶオフィシャルサイトにてご確認ください(http://www.nottv.jp/)。エリア内で

あっても、利用環境等により視聴できない場合があります。（「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。）

■各機能に関する注意事項
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本資料に記載されている会社名・サービス名は各社の商標または登録商標です。

注釈については別途、弊社報道発表資料をご確認ください。

端末の仕様・デザインおよび画面内容などは、予告なしに変更する場合があります。

掲載されている画面はすべてイメージです。

各端末の仕様は開発中のため、商用品では変更になる可能性があります。
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