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Ｗｈｉｔｅ

使いやすい、の先端へ。
Ｙｏｕｒ Ｂｅｓｔ Ｃｈｏｉｃｅ

Ｂｌａｃｋ Ｐｉｎｋ Ｍｉｎｔ
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１

２

３

持ちやすさを徹底的に追求したデザインとサイズ。

◆なだらかなラウンドフォルムは手のひらに心地よくフィットする形状で、美しいラインと手触りのよさを実現しました。通話時も画面操作時も持ちやすく、日々の生活で
使いやすいデザインです。

◆ディスプレイやカメラの位置などを左右対称にし、縦画面でも横画面でも使いやすいデザインとしました。Ｗｈｉｔｅ・Ｂｌａｃｋ・Ｐｉｎｋ・Ｍｉｎｔの4色の個性豊かな
カラーバリエーションで自分好みの色を選べます。

◆約４．６インチディスプレイを搭載していながら、ラウンドフォルムで手にしっくり収まります。タッチ操作性に優れたディスプレイを指先で軽快に操作できます。

美しい写真や動画を簡単にすぐ撮れる。カメラキー搭載の高性能カメラ。

快適に使えるユーザー体験を実現したソニーの 新技術。

◆クイック起動＆撮影ができ、決定的なシャッターチャンスを逃しません。スリープモードからロックを解除せずに、カメラキーを押すだけで美しい写真や動画を
簡単にすぐ撮影できます。世界中のスマートフォンでＸｐｅｒｉａ™ だけができるカメラ機能です※。

◆自動でシーンを認識する「プレミアムおまかせオート」で夜景や逆光時でもカメラまかせで美しい写真を撮ることができます。いつでも 適な設定をカメラが自動で選択します。

◆写真と動画のシャッターボタンを両方配置している「モードレスＵI」で、切り替えなしで写真も動画もワンタッチで撮影できます。
さらにソニー製ＣＭＯＳイメージセンサー「Ｅｘｍｏｒ ＲＳ ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ」搭載により、逆光でも自然な印象の動画を撮ることができます。

※ スリープモード時からカメラキー長押しするだけでカメラ起動（静止画、動画の撮影）ができるのは、世界中のスマートフォンでＸｐｅｒｉａ™ だけです。２０１３年５月１日現在。ソニーモバイルコミュニケーションズ（株）調べ。

◆Ｘｐｅｒｉａ™スマートフォンとして初搭載のＮＯＴＴＶ（録画機能付き）※とワンセグ映像をモバイルブラビアエンジン２でより快適に楽しめます。さらにＩＰＸ５／８の防水とＩＰ５Ｘの防塵、
おサイフケータイ、赤外線通信対応で幅広い利用シーンで楽しむことができます。

◆ワンタッチでつながる、ＮＦＣ機器連携に対応しています。本機種をＸｐｅｒｉａ™ Ｔａｂｌｅｔ Ｚにかざすと、スマートフォンで見ていたＷｅｂサイトや写真をタブレットの大画面で
楽しむことができます。

◆写真、映像、音楽をさまざまなサービスと連携して楽しめることができる、ソニーの技術を結集したアルバム・ムービー・「ＷＡＬＫＭＡＮ」アプリケーションを搭載し、
Ｘｐｅｒｉａ™ならではのエンタテインメント体験を実現します。

※ 録画機能は、２０１３年８月～９月のＯＳバージョンアップ以降で対応予定です。
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Ｂｌａｃｋ Ｍｉｓｔ Ｗｈｉｔｅ Ｆｒｏｓｔ

ハイスペックと新感覚操作。
Ｔｈｅ Ｆｌａｇｓｈｉｐ Ｍｏｄｅｌ

Ｂｌｕｅ Ａｒｃｔｉｃ
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１

２

３

より薄く、より軽く！世界初フルＨＤ有機ＥＬディスプレイ※と優れた先進技術の搭載で進化した驚きのプレミアムデザイン

◆薄さ約８ｍｍ、重さ約１３４ｇ、金属モチーフのデザインによるプレミアム・フィーリング。電池容量は２６００ｍＡｈと大型化、もちろん電池パックは取り外し可能だから
便利さはそのまま。

◆世界初、約５インチフルＨＤ有機ＥＬディスプレイでより高精細に、より迫力と臨場感ある映像を楽しめます。省電力性能もＧＡＬＡＸＹ Ｓ Ⅲ αと比べて約２０％改善※しています。

◆ＧＡＬＡＸＹ 速１．９ＧＨｚクアッドコアＣＰＵに、ＲＡＭ２ＧＢ搭載により圧倒的な処理能力と高速レスポンスを実現、究極の快適性能をあなたのために。

※ ２０１３年４月１日現在、サムスン電子株式会社調べ

充実の１３２０万画素カメラ搭載。さらに「デュアルカメラ」で撮る楽しみを

画面に触れずに操作できるＳジェスチャー、スマホ上級者には驚きを、はじめての方には安心を

◆外側カメラと内側カメラで同時に撮影できる「デュアル・カメラ」を静止画、動画共に楽しめます。例えば記念写真などで自らもフレームインして撮影できるユニークな機能など
新感覚の写真が仕上がります。

◆写真を撮りながら音声や周囲の音を録音できる「サウンド＆ショット」や、映りこんでしまった不要な背景を消すことができる「消しゴムモード」など、多彩な撮影モードで、
子供の成長記録や何気ない日常生活をドラマのように切り取ることができます。

◆思い出の写真の中から自動でアルバムを作ってくれる「ストーリーアルバム」は、まるでアルバムに写真を貼るかのように保存できます。
写真に記録された顔認識や位置情報から、あなただけの思い出を再現します。

◆ 新の技術をつかって、画面の上で手を動かすだけで操作ができる「Ｓジェスチャー」、顔を感知して動画を一時停止させる「スマートポーズ」、指を浮かせて動作する
「Ｓプレビュー」が驚きの使い方を提案します。

◆はじめてのあなたにオススメの「かんたんモード」。ホーム画面がわかりやすいだけでなく、電話・カメラ・ＷＥＢブラウザなど、よく使う機能を簡単に使えるようにしたモードを
ご用意しています。

◆ 「グループプレイ」を使えば、簡単に近くの人とつながることができます。ゲームを同時にプレイしたり、音楽を同時に再生させて共有したりすることが可能です。
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Ｂｌｕｅ Ｒｅｄ

感動が続く。
驚きの省電力がパワーアップ、
フルＨＤ ＩＧＺＯ搭載の新ＺＥＴＡ

Ｗｈｉｔｅ
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１

２

３

◆ＩＧＺＯは写真画質を超える４６０ｐｐｉの超高精細のフルＨＤディスプレイへと進化。操作キーが独立しているので、画面全体の広々とした表示が可能です。
解像度の低い静止画もなめらかに表示する”超解像技術”で、見たままの色を忠実に再現可能。

◆電池切れを気にせず余裕で使える省電力もＩＧＺＯの魅力。自動車の低燃費技術のように、静止画表示中はＣＰＵの表示動作を抑え、さらに液晶も１秒間にたった１回動くだけ。
これにより劇的に電池の消費を抑える※２液晶アイドリングストップを搭載。

◆周辺環境、時間などの生活環境に合わせて画質調整する「ユースフィットモード」や、表示している画像に 適な濃度調整を行い、より便利で機能的となった覗き見防止機能
「のぞき見ブロック(ベールビュー)」を搭載。手でかざすだけでON／OFF切替が簡単に出来るようになりました。

※１ スマホ 高クラス４６０ｐｐｉ（２０１３年５月１４日現在 シャープ調べ）
※２ 表示内容によっては適応しない場合もあります。

レンズ細部にもこだわり、光学式手ブレ補正にも対応！瞬間を切り撮る感動を。

高音質・長時間再生の音楽プレイヤーで毎日が快適に。声・動き・音の感性に響く機能も搭載。

◆補正精度がさらに向上した新開発 「光学手ブレ補正」を搭載。ソフトウェアによる手ブレ軽減と声でシャッターが切れる「Ｖｏｉｃｅ Ｓｈｏｔ」機能との相乗効果により、「トリプル
手ブレ対策」を実現し、誰でも簡単に 高の一枚を撮影できます。

◆室内や夜間の撮影、背景をぼかした味のある撮影が可能になったスマホ 高クラスの「Ｆ１．９レンズ」を搭載※１。
さらに短い露光時間で撮影ができる”新・裏面照射型ＣＭＯＳセンサー”も装備し、これまで難しかった暗い場所での撮影も可能になりました。

◆カメラアイコンをタッチしてから約０．４秒※２で使える高速カメラ起動とシャッターボタンを押した瞬間をそのまま記録できる高速撮影に対応。
さらに、わかりやすい画面表示で直感的に操作できます。

※１ Ｆ値１．９（２０１３年５月１４日現在 シャープ調べ）
※２ Ｆｅｅｌ ＵＸ設定時にのみ対応。

◆ミュージックプレイヤーは、高音質ＬＳＩを搭載し、低消費電力設計により連続約７５時間の長時間再生を実現。聴覚を刺激するＤｏｌｂｙ Ｍｏｂｉｌｅ ｖ３※１、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの
高音質化技術のａｐｔＸ※２、ＦＭトランスミッターなどにも対応したスペックです。

◆声ですばやくアプリを起動したり、登録したキーワードでロック解除もできる「Ｖｏｉｃｅ Ａｗａｋｅ」、電源キーを押さなくてもＯＮ／ＯＦＦできる便利な機能やブラウザやゲームを
しながらワンセグ、ＹｏｕＴｕｂｅを子画面で表示できる機能も搭載。

◆効果音と絶妙なタッチフィードバックの組み合わせで触覚と聴覚を刺激する新「Ｆｅｅｌ ＵＸ」で、新たな操作感を体感できます。
さらに次世代高速無線ＬＡＮ８０２．１１ａｃドラフト版に対応、高速電源起動、急速充電機能など、より快速・快適に使える１台です。

※１ Ｄｏｌｂｙ Ｍｏｂｉｌeは、ステレオイヤホン利用時のみ対応します。スピーカーからの出力は５．１ｃｈにはなりません。
※２ 接続機器によっては音声を聴くことができない可能性があります。そのような場合はａｐｔＸ設定を「利用しない」にしてお楽しみください。

超高精細のフルＨＤ ＩＧＺＯ＆映像リアリティ技術で、美しさは写真を超えた※１領域へ。
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Ｂｌａｃｋ

５．２インチ大画面＆
３０２０ｍＡｈ大容量バッテリー
使いやすさも極めた ＡＲＲＯＷＳ の頂点

Ｗｈｉｔｅ
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１

２

３

驚くほど美しい大画面フルＨＤ＆フルセグ。美しさと耐久性を兼ね備えたデザイン

◆大画面・高精細フルＨＤディスプレイを搭載。情報量の多いＰＣサイトも快適に閲覧できます。また、高画質化技術により、写真や動画を美しく映し出します。
さらに、大画面でも快適に片手操作が可能なスライドディスプレイ機能を搭載。大画面と使いやすさを両立しました。

◆ワンセグより高画質な「フルセグ」（地上デジタル放送）に対応。ニュースやスポーツ中継など、気になるＴＶ番組を圧倒的な高画質で視聴できます。
さらに「Ｄｏｌｂｙ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｐｌｕｓ」※を搭載。臨場感あるサウンドが映像の迫力を一層際立たせます。

◆側面にメタル素材を使用した美しいデザインに、背面は、ダイヤモンド粒子を使用した「ダイヤモンドタフコート」を採用。美しさと耐久性を兼ね備えています。

※ Ｄｏｌｂｙ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｐｌｕｓの効果を楽しむためには、イコライザー等の他の音響システムを同時に使用しないことをおすすめします。

快適な使いやすさを追求！大容量バッテリー＆ 新ヒューマンセントリックエンジン搭載

１６３０万画素高性能カメラ搭載。写真や動画をたっぷり保存できる大容量メモリなど基本機能も充実

◆スマートフォン 大クラス３０２０ｍＡｈバッテリーと、ヒューマンセントリックエンジンによる省電力テクノロジー「ＮＸ！エコ」で、動画やゲームを始めハイスペックで
豊富な機能を思う存分楽しめます。

◆究極の使いやすさを実現するヒューマンセントリックエンジンがさらに進化。画面から発せられるブルーライトを約３０％軽減する「ブルーライトカットモード」やスマートフォンを
ひっくり返すだけで音や振動をＯＦＦできる「ふせたらサウンドオフ」など快適に使うための便利な機能を搭載しています。

◆滑らかな描画と指に吸い付くような快適な操作を実現する「新 サクサクタッチパネル」を搭載。スマート指紋センサーをはじめとする充実のセキュリティで大切な情報を守ります。

◆画像を美しく処理し、高画質に表示する富士通独自の技術により、簡単綺麗に色鮮やかで明るい写真を撮影することができます。
被写体距離に応じて自動でフラッシュの光量を調整する「インテリジェントフラッシュ」も搭載しています。

◆超高速処理と低消費電力を両立した１．７ＧＨｚ 新クアッドコアＣＰＵを採用。ブラウザやゲームなど、あらゆる場面で快適な操作が可能です。

◆たっぷりデータを保存できる６４ＧＢ内蔵メモリをはじめ、防水・防塵、ワンセグ、おサイフケータイ、ＮＦＣ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、Ｗｉ-Ｆｉ、ＦＭトランスミッター、赤外線など、
基本機能も充実しています。
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Ｗｈｉｔｅ

驚きの映像美！
新感覚ディスプレイ搭載の
洗練コンパクト Ｏｐｔｉｍｕｓ

Ｂｌａｃｋ
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１

２

３

幅約６３ミリのコンパクトボディに約４．５インチの新感覚「フローティングディスプレイ」を搭載！

◆柔らかいふくらみを持たせたガラスに映し出される映像美。「フローティングディスプレイ」搭載で、驚くほど鮮明に、まるで画面が浮かび上がって見えるような
臨場感あふれる画質をいつでもどこでも楽しめます。

◆手のひらに収まる幅約６３ミリのコンパクトボディに約４．５インチの新感覚ディスプレイを搭載した欲張り設計！どんな時でもサッと取り出し片手操作でインターネット閲覧や
ＳＮＳを快適に楽しめます。

◆マシュマロのようになめらかな質感のＷｈｉｔｅと、ベルベットのような上質さを漂わせるＢｌａｃｋ。指紋が付きにくく、思わず触れたくなるような気持ち良い触り心地です。

指に吸いつくような高感度タッチパネルやインテリジェント機能で快適な操作を実現！

安心の省エネ設計や１３２０万画素カメラ、防水、おくだけ充電など安心の充実スペック。

◆ガラス面とタッチセンサーを一体化することで、超高感度のタッチを実現。まるでパネルを挟まず指先で直接センサーに触れているような、滑らかなタッチ操作が可能です。

◆動画を見ながら気になる情報を検索するなど、複数のアプリを同時に表示できる「ながら操作」も、高いCPU処理速度、グラフィック能力でストレスなく快適に使いこなせます。

◆視線が向けられている時には画面が消えない便利機能や、着信時に指で触れるまで相手の情報を非表示にする「プライバシーキーパー」など、快適な使いやすさを提供します。

◆バッテリーの持ちをよくするクアッドコア制御＆インテリジェントな省エネ設計で安心の電池の持ち。さらに、「パワーセーブ」をＯＮにするだけで、バッテリー残量が
少なくなった時に消費電力を抑える設定に切り替わります。簡単便利な「おくだけ充電」対応で、毎日の充電もらくらく快適。

◆防水、おサイフケータイ、赤外線通信、ワンセグ搭載で、初めてのスマートフォンでも安心。さらにＮＯＴＴＶ（録画機能付き）やＮＦＣにもしっかり対応で、満足＆安心の
充実スペックです。

◆暗い場所や逆光でも低ノイズで綺麗な写真が簡単に撮影できる「ＨＤＲ」や、動く被写体も綺麗に撮れる「手ぶれ補正」＆「オートフォーカス」で、いつでもどこでも
ベストショットが撮れます。また、時間をさかのぼって撮影できる「タイムキャッチショット」を使えば、決定的瞬間を逃しません。
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美しいイルミネーションと
快適な使いやすさを
このエレガントスリムで。

Ｐｉｎｋ Ｗｈｉｔｅ
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１

２

３

よく使う機能にアクセスしやすいｄｏｃｏｍｏ シンプル ＵＩなどで、スマホをもっと使いやすく

◆ｉモードケータイのように使えるｄｏｃｏｍｏ シンプル ＵＩを新搭載。電話やメール・カメラといったよく使う機能だけをあらかじめホーム画面に配置するなど、使いたい機能に簡単に
アクセスできるから、初めてスマートフォンをお使いいただく方も簡単に使いこなすことが出来ます。

◆乳白色パネルのディフューズ効果により、光を拡散させて白とびを防ぎ、美しくやわらかい印象の自分撮りができるインカメラ専用ライト※や、ケータイでおなじみの「伝言メモ」
「データＢＯＸ」、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充実の機能。

◆片手で操作できる２つの機能でインターネット閲覧をより快適に使いやすく。見たいところを拡大してリンクの押し間違いを防ぐズーム専用ウィンドウと、長いＷＥＢページでも
片手で操作できる新しい横型スクロールバー。

※ ディフューズ効果により、光の直進性を弱め、被写体上の過剰なコントラストを抑えることで、柔らかな印象の写真を撮影することができます。

上品で華やかな２つのイルミネーションと流れるようなフォルムで、どこから見ても美しく

毎日の操作を快適にする 新機能と、ブルーライトカットモードなどの便利機能をしっかり搭載

◆スマートフォンに表情を与える２つのイルミネーション。見ているだけで楽しくなるオーロライルミネーションと、イヤホンジャックから漏れる光で着信がわかり、
アクセサリーとの相性もいいイヤホンジャックイルミネーションを搭載。

◆心地よさにこだわった手に馴染むデザインと、純粋さや優しさ、しなやかさを表現した大人のカラーリング。

◆圧倒的な高輝度、高精彩を誇る約４．７インチのＨＤ有機ＥＬディスプレイを搭載。驚きの色鮮やかさで、思い出の写真や動画を美しく表現します。

◆１．７ＧＨｚクアッドコアＣＰＵや、２３００ｍＡｈバッテリー、３２ＧＢ内蔵メモリ、高感度１３１０万画素「瞬撮カメラ」などの 新機能をエレガントスリムデザインに凝縮。

◆輝度の強い青色光を約３０％カットする「ブルーライトカット」機能や、各種センサーで状況を感知して、着信中の端末を伏せると着信音を消すなどのサポートをしてくれる
「インテリジェントＵＩ」等、きめ細かい使いやすさが満載。

◆通話中の「伝えられる」「聞き取りやすい」を助ける４つの音質向上機能「クリアスピーチ」「ハイパークリアボイス」「スローボイス」「ＥＱセレクトボイス」を搭載で安心。
さらに、専用マイクで話しかけた言葉の認識率を向上、「しゃべってコンシェル」がより使いやすくなりました。
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Ｇｏｌｄ

使いやすさと便利機能を備えた、
全部入りプレミアム・ワンハンドＥＬＵＧＡ

Ｂｌａｃｋ
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１

２

３

ｄｏｃｏｍｏ シンプル ＵＩやタッチ操作をアシストする新機能で、初スマホでも使いやすい。

◆ｉモードケータイからの買い替えでもスムーズに操作できるｄｏｃｏｍｏ シンプル ＵＩ を搭載。さらに使い慣れたケータイキーとの組み合わせで、入力操作が簡単。
伝言メモや着信イルミネーション設定など、ケータイの便利機能にも対応。

◆触れずに操作できる「タッチアシスト」を搭載。文字入力時には、指を近づけるだけで変換候補文字を拡大表示し、押し間違いを防げます。またＷｅｂサイト閲覧時は指を
近づけると操作バーが現れ、画面表示の拡大・縮小を片手で簡単に出来ます。

◆背面タップで画面表示をＯＮにしたり、側面タップで通話音量調節の操作ができる「フィンガータップ」機能や、よく使うアプリをすぐに起動できる「タスクマネージャーＰＬＵＳ」
など、片手での使いやすさにこだわった機能を満載。

持ちやすいラウンドフォルムに、フルＨＤ液晶・２６００ｍＡｈ大容量バッテリーなど機能充実。

１３４０万画素・ 新カメラセンサー・ルミックスの高画質技術で、シーンを選ばずおまかせキレイ。

◆幅約６５ｍｍの持ちやすいラウンドフォルムに、ビエラ画質で映像を楽しめ、メールなどの文字も見やすい高精細約４．７インチフルＨＤ液晶搭載。レコーダで録画した
フルＨＤ番組をＥＬＵＧＡ Ｌｉｎｋの簡単操作で持ち出して、通勤電車などの出先で手軽に視聴。

◆２６００ｍＡｈ大容量バッテリー＆ムダを見つけて自分でエコするエコナビ搭載。予め設定した自宅などのＷｉ－Ｆｉ受信エリアを感知しＯＮ／ＯＦＦ自動切替や、設定した電池残量や
時刻になると自動でエコ設定に変更するなど、電池を長持ちさせる機能が充実。急速充電にも対応。

◆防水・おサイフケータイ・ワンセグ・赤外線などのおなじみの便利機能に加え、おくだけ充電など充実の機能を搭載。さらに耐指紋フッ素コーティングで、気になるディスプレイの
汚れを防げます。

◆パナソニック独自の新センサー「ＳｍａｒｔＦＳＩ」とルミックスで培った高画質技術のＭｏｂｉｌｅ Ｖｅｎｕｓ Ｅｎｇｉｎｅで明るく色鮮やか・キレイに撮影。さらに新ノイズリダクション処理で、
お子様の誕生日会や、夜景などの暗いシーンでは４倍※綺麗に！

◆カメラを向けるだけでシーンを自動で認識し、適切な設定で簡単綺麗に撮影が可能な「おまかせｉＡ」を搭載。さらに処理スピードを従来の１／１０以下に短縮した高速・
高精度顔検出機能で、撮りたい人物のシーンも逃しません。

◆「タッチアシスト」機能によりタッチパネルに触れずシャッターが切れるため、ブレが少ない写真撮影が可能。さらに撮り溜めた動画は、ピクチャアルバム内のサムネイル
表示時に指をかざすだけでプレビュー再生し、動画内容を簡単に確認できます。

※ ＥＬＵＧＡ Ｘ Ｐ－０２Ｅと比較して
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Ｗｈｉｔｅ Ｎａｖｙ

毎日使うからこそ感じる心地よい存在感。
ジャストフィットプレミアム

Ｏｒａｎｇｅ



18

１

２

３

片手で使える大画面を追求。スリムなフレームで実現した幅約５９ｍｍのぴったりサイズ

◆ガラスとフレームを一体化する新技術により、防水・防塵対応しながら驚きの狭額縁を実現。幅約５９ｍｍの片手サイズに約４．３インチＨＤ液晶を収め、持ちやすさと操作性を
両立させた手にも目にも"ちょうどいい"スマートフォンです。

◆スマートで洗練されたデザインと持ち心地抜群のフォルムを実現。またＨＯＭＥ／ＭＥＮＵ／ＢＡＣＫキーが画面の外だから画面をフルに使えて、文字も打ちやすく、
Ｗｅｂも見やすい！

◆シーンごとに輝いてお知らせする心躍るイルミネーションが上質さを演出します。大切な人からかかってきた電話を光り方で区別する「着信光分け設定」にも対応しています。

クアッドコアＣＰＵ＆大容量メモリでアプリもタッチも快適操作。しかも省エネ設計

薄暗いところでもきれいに撮れる！１．６倍明るい※レンズ搭載カメラ＆こだわりの音楽機能

◆更なる進化を遂げた１．７ＧＨｚクアッドコアＣＰＵ＆大容量メモリ搭載。消費電力を抑えながら、ゲームや動画等、利用シーンに応じてパワフルなパフォーマンスを発揮します。

◆綺麗な映像をそのままに伝える精細な画質と、長時間の利用を支える高い省エネ性能を兼ね備えた液晶を搭載。さらにシャープ自慢の省エネ技術＆簡単設定「エコ技」で、
約６０時間以上の連続音楽再生※１を達成し、安心して長時間使える一台です。

◆使いたいときにすぐ使えるように、電源起動※２やカメラ起動、充電時間を短くし、ストレスフリーな操作感を実現します。

※１ プリセットされた「ミュージック」アプリにて、ＭＰ３楽曲を、サウンド効果「ナチュラル」でイヤホン出力にて連続再生したとき。
※２ 電池をはめた状態で一時的に電源を切った場合のみ、航空機の離着陸時は完全に電源を切って下さい。

◆水族館のような薄暗い場所でもライトを点けずにきれいに撮れる明るいレンズと、１３１０万画素の裏面照射型ＣＭＯＳセンサーを採用。さらにシャッタースピードが速いから、
動きに強くペットの撮影などもばっちり。

◆押した瞬間に残したいシーンを 高画質で切り取れるようになりました。また思いのままに撮影できる「シンプルファインダー」によって、さらに直感的に操作ができます。

◆ハイクオリティな音楽をそのままにお届けできるよう、クリアで解像度の高い音響技術を搭載。使いやすい音楽プレイヤーで好きな音楽を心ゆくまで楽しめます。

※ ＳＨ－０１Ｅのレンズ(Ｆ値２．５)と比較して
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Ｌｉｇｈｔ Ｐｉｎｋ

きらめく光が美しい。
Ｄｉｓｎｅｙイルミネーションの
スマートフォン

Ｐｕｒｅ Ｗｈｉｔｅ Ｎｉｇｈｔ Ｂｌｕｅ

©ｄｉｓｎｅｙ
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１

２

３

背面やスマホピアスなど、きらめくイルミネーションが美しいディズニースマートフォン

◆背面のキャッスルやティンカー・ベル、ピクシーダストがイルミネーションで美しく光り輝く。さらに光ったときに現れる隠れミッキーも！
イルミできらめくミッキーとミニーオリジナルスマホピアスを付属。スマホピアスと背面イルミネーションやライブ壁紙が連動して、ステキな演出が！

◆ 約４．７インチの大画面でも持ちやすさに配慮したデザイン。カラーは３色の艶めくグロスカラーをご用意。さらに画面は指紋がつきにくいサラサラコートディスプレイｐｌｕｓを搭載。
いつでもキレイな画面で使えます。

◆ Ｄｉｓｎｅｙシネマの視聴に 適な横置きデザインの卓上ホルダ。感動的なサラウンドサウンドと大画面で、プチシアター気分を味わえます。
しかも卓上ホルダに付属のスマホピアスを挿すと、ピアスがふわりとかわいく光るオリジナル機能付き。

ディズニー限定コンテンツが盛りだくさん！すべて無料※で思いっきり楽しむ！

防水・クアッドコア・Ｘｉ・キレイに撮れる１３１０万画素カメラなど、充実のハイスペック。

◆イルミネーションコンテンツも豊富に用意！きらきら輝くティンカー・ベルのマチキャラやライブ壁紙など、多彩なコンテンツをプリイン。もちろんディズニーのかわいい絵文字も
いっぱい。手にした瞬間からキャラクターたちが楽しい毎日を演出します。

◆背面キャッスルのイルミネーションは、１万通り以上のイルミカラーの組み合わせを作成でき、自分で作ったイルミカラーとお好みの光らせ方で自分好みの着信イルミを
楽しめます。またその他人気の東京ディズニーリゾート®待ち時間ナビアプリも、プリイン！

◆ Ｄｉｓｎｅｙマーケットに登録すれば、映画もドラマもアプリもすべて無料※で使い放題！ディズニーの名作映画から海外ドラマまで豊富な人気動画コンテンツや楽しいゲーム
まで、随時更新されるコンテンツをたっぷり楽しめます。

※ ご利用の際は、Ｄｉｓｎｅｙマーケットへの無料会員登録が必要になります。また別途パケット通信料がかかる場合があります。

◆１．７ＧＨｚクアッドコアＣＰＵ＆Ｘｉで快適なスピードとサクサク操作を実現。また、６４ＧＢメモリ搭載だから、ディズニーコンテンツも容量を気にすることなく、好きなものを
好きなだけたっぷり保存！

◆自動的にチューニングをすることで、カメラまかせで誰でも明るく、色鮮やかな写真が、シンプルな操作で撮影できる「ブリリアントカメラ」搭載！
「ゼロシャッター撮影」でシャッターを押した瞬間に撮れるから撮り逃しもなし！

◆お風呂でも使える防水・防塵、おサイフケータイ、ワンセグ、赤外線、指紋センサーなどの便利機能にもしっかり対応。
急速充電＆大容量電池なので、安心して使えます。
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2323

夢中にさせる、驚きの省電力＆サイズ感
フルセグ対応ＩＧＺＯタブレット

Ｗｈｉｔｅ ※「Flipboard」はFlipboard株式会社の商標または登録商標です。
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１

２

３

フルセグをはじめ、映像エンターテインメントをますます楽しむ

◆ワンセグよりも高画質な「フルセグ」に対応。約７インチの大画面で、フルセグやＮＯＴＴＶ（録画機能付き）をさまざまな場所で楽しめます。
もちろんフルセグ録画にも対応。また、同梱の卓上ホルダにＴＶのアンテナケーブル（別売）を接続することで、家庭の電波環境で受信でき、プライベートテレビとしても使えます。

◆新世代ディスプレイＩＧＺＯを搭載。約７インチ ＷＵＸＧＡ（１２００×１９２０）の高解像度と新開発の画像処理エンジンで電子書籍もネットも地図も、細部までくっきり鮮やか。
さらに周囲の環境に応じて表示を自動調整し、太陽の下でも 適な見やすさで表示。

◆高級オーディオ機器にも使用されているＷｏｌｆｓｏｎ社の次世代音声処理ＬＳＩを搭載。Ｄｏｌｂｙ ｍｏｂｉｌｅ ｖ３にも対応し、ヘッドホン（別売）を使えば
迫力の５．１ｃｈサラウンド音声※が楽しめます。

※ ５．１ｃｈは、ステレオイヤホン利用時のみ対応します。スピーカーからの出力は５．１ｃｈにはなりません。

使いやすさを追求し生まれたこのデザイン。手のひらに収まる軽量＆防水７インチタブレット

書きたいとき、書きたいところに 細かい文字ですぐ書けるペン機能

◆ディスプレイ周辺の額縁を少なくし、横幅約１０７mm＆手になじむシェイプで、片手で持ちやすいスリムなタブレット。
約７インチなのに、手のひらに収まるサイズ感、重さもわずか約２８５ｇ。電子書籍も手軽にお楽しみいただけます。

◆省エネ性能に優れたＩＧＺＯディスプレイ搭載で電池消費を低減し、４２００ｍＡｈの大容量バッテリー搭載で、長時間使用できる余裕のスタミナ性能。
更に、バッテリー消費に関する項目を簡単に設定できる「エコ技」搭載。電池持ちが更にあんしん。

◆防水（ＩＰＸ５／７）・防塵（ＩＰ５Ｘ）に対応し、水周りでの使用が可能。安心して手軽に持ち出せます。
約７インチの３２３ｐｐｉ高精細ディスプレイだから、撮影した画像もその場でＬ版サイズの仕上がりを確認できます。

◆地図やＷｅｂページ、ロック画面など、見ている画面にすぐに直接手書きできる、オリジナルアプリ「書（かく）」ノートを搭載。
同梱のペンは先が細く、狙ったところにタッチできるから、紙のノートの感覚で細かい文字までしっかり書くことができます。

◆「書(かく)」ノートは検索バーに手書きで文字を書くことで、残したメモを検索可能※。
また、ＰＤＦに変換して、メールに添付するなど、活用も思いのまま。手書きだから、豊かで精細な表現も伝えることができます。

◆雑誌感覚でサイトがみられるＦｌｉｐｂｏａｒｄをプリイン。７インチの画面サイズとクアッドコアＣＰＵがページをめくるような快適操作を実現。

※ 手書き検索は「書(かく)」ノートアプリに搭載の機能です。ブラウザ等他のアプリでは手書き検索できません。
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ドコモ らくらくホン
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らくらくタッチでスマートフォンも簡単に。
見やすい大画面で楽しさ広がる

ゴールド ブラック ピンク
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１

２

３

明るくて見やすい 新ディスプレイと、新らくらくタッチパネルで簡単・安心操作

◆ボタンのように押した感触がある「らくらくタッチパネル」。押し間違いが少なくタッチ操作が初めてでも安心です。
快適な押し心地で軽快に文字入力などのタッチ操作ができるようになりました。

◆画面サイズが約４．３インチに大きくなり、文字や写真が見やすくなりました。 新ディスプレイ採用で画面が明るいので、屋外の明るい場所で地図を見たり、
撮影した写真の確認をしたり、より見やすくなりました。

◆薄さと側面の丸みを持たせることにより、大画面でも持ちやすい、手にやさしくフィットする形状に仕上げました。ホームボタンとサイドの電源・音量ボタンは素材を使い分ける
ことにより、上質感を実現しています。

スマートフォンを楽しむ便利なアプリやサービスが充実

らくらくホンでおなじみのワンタッチダイヤルや新おまかせカメラで簡単便利に

◆ブックマークをホーム画面にボタンで登録すると、良く使うサイトにすぐにアクセス。文字が大きくて見やすく分かりやすいシンプルな専用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ことができます。

◆「調べたいこと」や「やりたいこと」を話しかけるだけで答えてくれるしゃべってコンシェルを搭載。乗換案内や周辺のお店の情報、またメールや電話などの機能も音声で簡単に
呼び出せます。乗換案内はホーム画面からもすぐに利用できるようになりました。

◆同じ趣味を持つ人などと簡単に交流できる「らくらくコミュニティ」がさらに進化。記事を投稿したり、写真をみんなに見せたり、楽しみ方は多彩。利用料金無料で、広告類も
排除されているので安心してご利用いただけます。

◆らくらくホンでおなじみのワンタッチダイヤル機能や大きな文字で見やすいメニュー画面を搭載し、スマートフォンをはじめて使う人でも安心。タッチでのメニュー操作でより
簡単に使いこなせます。大音量のフロントスピーカーや 適な通話音量に自動調整するスーパーはっきりボイス4によって、ラジオや通話相手の声がより聞きやすくなりました。

◆進化した「おまかせカメラ」は高感度センサーと高輝度フラッシュを搭載し、画質も向上。写真を素早く明るくキレイに撮影できます。旅先での想い出や記念のシーンを逃しません。
操作画面もより分かりやすくなり、さらにサイドのカメラボタンを使えば簡単・確実に撮影ができます。

◆購入後、難しい設定なしにすぐに使い始められます。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もあるので、わからないことがあればすぐに
聞けます。防水・防塵にも対応しており、安心して使えます。
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＜Ｘｉについて＞
※受信時最大１００Ｍｂｐｓは、北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の一部に限ります。
※対応エリア、対応機種の詳細は、「ドコモのホームページ」でご確認ください。
※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。

＜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ートフォン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、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
※「ＮＯＴＴＶ」はモバキャス放送エリア内にて視聴になれます。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。）
※録画対応機種であっても、一部録画ができない番組があります。

＜急速充電について＞
※「急速充電」とは、端末本体画面上で「充電してください」の表示が出たタイミングから充電を開始して６０分で１２００ｍＡｈ以上充電でき、

かつＡＣアダプタ ０３使用時と比較して１２５％以上の効率化が満たせる充電機能のことです。

＜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ください。
※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、
通信機器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通信機器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通信機器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、取り出したときに通信機器の機能を有し、

かつ安全に維持することを意味します。

■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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