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エンタメもサクサク快適！
クアッドコア＆大容量メモリ搭載のクアッド ア＆大容量メモリ搭載の
ハイスペック

Ｗｈｉｔｅ Ｍａｇｅｎｔａ Ｂｌａｃｋ
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１ エンタメを楽しみ尽くす圧倒的なハイパフォ マンス１ エンタメを楽しみ尽くす圧倒的なハイパフォーマンス

◆スマホ 高クラスの超大容量６４ＧＢメモリを内蔵しているから、ＮＯＴＴＶや地デジの録画番組も、動画や写真、アプリや音楽も、容量を気にすることなく
たっぷり保存してエンタメを存分に楽しめます。

◆衝撃のサクサク体験！１．５ＧＨｚクアッドコアＣＰＵ＆Ｘｉで未体験のスピードを実現します。また、高性能グラフィクプロセッサにより、三次元描画の
高解像度ゲームを高速かつ超リアルに表現するので、迫力の臨場感で楽しめます。

◆自然で美麗な高画質を表現する高性能画像処理エンジンと屋外でも見やすい４．７インチＨＤディスプレイにより、感動の映像美を実現。
１，０００種類以上ある動画パターンから特徴を解析して色調を補正するので、あらゆる動画を美しく自然な色合いにします。

２ スタイリッシュフォルム＆ 適な使いやすさを提供するヒューマンセントリックエンジン

◆よりスタイリッシュに持ちやすく。迫力の４．７インチの大画面ながらも、狭額縁技術により幅６５ｍｍの片手で持ちやすいフォルムを実現しました。
さらに、傷や指紋が付きにくい塗装と耐傷性に優れた強化ガラスにより長く美しく使える配慮も。

◆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◆スイッチ付きのスマ ト指紋センサ 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。

◆“あなた”の行動や環境を見守りサポートしてくれるヒューマンセントリックエンジンが進化。使っている間は画面が消えない「持っている間ＯＮ」や
スマートフォンを握る指が画面の端にかかっていても操作できる「うっかりタッチサポート」など、 適な使いやすさを提供します。

３ サッと簡単綺麗に撮れる高機能１３１０万画素カメラ＆防水など便利機能が充実！

◆ノイズを抑えた美しい夜景が撮れる高感度撮影や遊びごころ満載のフィルター機能、ぼかし強調モードなど多彩な撮影でもっとたくさん写真が撮りたくなる！
さらに約０．５秒※１の高速起動で撮りたい瞬間を逃さずに、カンタンに極上の写真を撮影できます。

◆キャプチャ画面に手書きでメモをしてすぐに共有できる「キャプメモ」、防水・防塵対応、ＮＦＣ、ワンセグ、赤外線、おサイフケータイなど、基本機能が充実。
また、大容量２，４２０ｍＡｈバッテリーを搭載し、タイマーできめ細かく設定できる「ＮＸ！エコ」で省電力化も。

◆ＤＬＮＡ連携でレコーダーなどの対応機器※２に録画した地デジ番組やスカパー！プレミアムサービス※３の多彩な番組を、ハイビジョン画質※４のまま
持ち出しできます。家庭内のテレビのない部屋でも、外出先でも、多彩なコンテンツをいつでもどこでも楽しめます。

44

※１ 撮影設定条件により、起動時間が長くなる場合があります。
※２ 対応機器についてはＦＭＷＯＲＬＤ（富士通ホームページ）に掲載予定です。
※３ スカパー!プレミアムサービスの番組を視聴するためには、別途視聴契約が必要です。
※４ 家庭内無線ＬＡＮ接続でダビングした場合。



カジュアルデザインと
耐衝撃・防水など５つのガードで、耐衝撃 防水など５つのガ ドで、
毎日をアクティブに！

Ｂｌａｃｋ Ｗｈｉｔｅ

55



１ 毎日のファッションアクセントになる スタイリシ なデザイン＆カラ１ 毎日のファッションアクセントになる、スタイリシュなデザイン＆カラー

◆ブラック×ピンク、ホワイト×グリーンの組み合わせで、アクティブなデザインに。

◆使いやすさを考えたドーム型のホームボタンや、片手でも操作しやすいジャストフィットなサイズで快適に操作が可能。

◆指を通して落下防止になる、カラーに合わせたリング型のストラップを同梱。

２ 落下やキズなどに強く、あらゆるシーンで活躍する、５つのガードで安心「ＰＬＵＳＰＲＯＯＦTM」

◆耐落下衝撃性能や、傷に対する優れた耐性を持った強化ガラスの採用で防キズ性能を実現。さらに、新塗装によって、指紋がつきにくい防汚コーティングを
実現。しかも、防水（ＩＰＸ５／８）防塵（ＩＰ５Ｘ）対応なので、様々なシーンで活躍します。

◆ジャストフィットなサイズに充実のバッテリーで、安心して 新のサービスや、さまざまなアプリが楽しめる。

３ 趣味に、遊びに、様々なシーンで役に立つ 新＆快適な機能

◆超高速通信ＸｉやＮＯＴＴＶなど 充実の機能を搭載で 様々なシーンで快適に操作・楽しむことができます◆超高速通信ＸｉやＮＯＴＴＶなど、充実の機能を搭載で、様々なシ ンで快適に操作・楽しむことができます。

◆高感度８１０万画素瞬撮カメラを搭載。また、カメラアプリでシャッターを押しながら上下左右にフリックすることで、事前に登録したＳＮＳアプリを簡単に
起動しシェアできる「ＳＮＳシェアＴＭ」機能も搭載。ギャラリー表示された画像も簡単にシェアできます。

◆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。また、ワンセグを見ながら番組に関するつぶやきが
見られる「 ぷる ビ やなめらかな操作が可能な「さくさくタ ® など 楽しく 快適に操作する とが きます
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見られる「ついっぷるテレビ」やなめらかな操作が可能な「さくさくタッチ®」など、楽しく・快適に操作することができます。



連載15周年を記念してついに登場！
ワンピースコラボスマートフォンワンピ ス ラボスマ トフォン

宝樹アダム

77
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１ 「宝樹アダム」製の通信機をイメ ジしたデザイン＆サウザンドサニ 号の充電台も同梱！１ 「宝樹アダム」製の通信機をイメージしたデザイン＆サウザンドサニー号の充電台も同梱！

◆あのサウザンドサニー号と同じ頑丈な素材「宝樹アダム」で造った通信機に、ルフィが海賊旗を落書き！ＨＯＭＥボタンにサウザンドサニー号の顔を
あしらうなど随所にＯＮＥ ＰＩＥＣＥらしさが溢れるデザイン。

◆充電中は液晶部分が帆になる卓上ホルダを置ける サウザンドサニー号を同梱！イヤホンジャックにさすことができる 麦わらの一味９人のオリジナル

２

◆充電中は液晶部分が帆になる卓上ホルダを置ける、サウザンドサニ 号を同梱！イヤホンジャックにさすことができる、麦わらの 味９人のオリジナル
キャラクターピンも付属し、毎日違う仲間を連れていける。

◆宝箱をデザインしたオリジナルの個装箱で、ＯＮＥ ＰＩＥＣＥの世界観に浸れる。

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥファンを魅了する麦わらの一味アプリやこだわりのコンテンツを多数搭載２ ＯＮＥ ＰＩＥＣＥファンを魅了する麦わらの一味アプリやこだわりのコンテンツを多数搭載

◆連載１５年間の記憶が詰まった「ルフィの扉絵全集」＆「ロビンの年表アプリ」、「ゾロの居合い切りゲーム」、「ナミの天気ウィジェット」、
「ウソップのＡＲアプリ」、「チョッパーのマチキャラ」など麦わらの一味９人の特徴を生かした遊び心満載のアプリを搭載。

◆原作を忠実に再現したサウザンドサニー号から見える景色が変わるライブ壁紙をプリインストール。

３ 偉大なる航路に踏み出すために必要な便利機能がここに集結！

◆原作を忠実に再現したサウザンドサ 号から見える景色が変わるライブ壁紙をプリイン ト ル。
このスマートフォンでしか見ることの出来ない、このスマートフォンが作られた背景をオリジナル０話アニメとして、プリインストール。

◆キーロック画面・充電画面・起動/終了画面・電話着信画面・オリジナル予測変換辞書など、随所にＯＮＥ ＰＩＥＣＥの世界観を取り込んだコンテンツを搭載。

３ 偉大なる航路に踏み出すために必要な便利機能がここに集結！

◆グランドラインの過酷な旅も乗り切れる、「ＰＬＵＳＰＲＯＯＦＴＭ」（耐落下衝撃・防水・防塵・防キズ・防指紋）仕様。

◆超高速通信ＸｉやＮＯＴＴＶの他、ワンセグ、おサイフケータイ、赤外線通信など冒険に欠かせない機能も搭載。

◆感動の瞬間を逃がさない高感度８１０万画素瞬撮カメラ。また、シャッターを押したまま上下左右にフリックすることで、事前に登録したＳＮＳアプリを
簡単起動。大切な仲間と感動をシェアできる「ＳＮＳシェアＴＭ」機能も搭載。
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香り立つデザイン×充実の
安心機能 Ｏ ｉ安心機能のＯｐｔｉｍｕｓ

ｃａｒｒｏｔ ｏｒａｎｇｅ ｍｏｚｚａｒｅｌｌａ ｗｈｉｔｅ ｍｅｌｏｎ ｂｌｕｅ
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１ 日常の断片「Ｓｌｉ ｆ Ｌｉｆ 」を彩る 香り立つ魅力的なデザイン１ 日常の断片「Ｓｌｉｃｅ ｏｆ Ｌｉｆｅ」を彩る、香り立つ魅力的なデザイン

◆まるで素材を「Ｓｌｉｃｅ」したようなデザインと質感を感じさせるみずみずしい３色展開！ミルキーなのにクセのないモッツァレラホワイト、
モチベーションアップのキャロットオレンジ、芳醇な香りを目で楽しめるメロンブルー。

◆デザインの本質だけを残しながら ひと目で洗練されたイメージを伝えるこだわりぬいたシンメトリーデザイン◆デザインの本質だけを残しながら、ひと目で洗練されたイメ ジを伝えるこだわりぬいたシンメトリ デザイン。

◆シンプルな外観に、中身はとっておきのデザインがぎっしり。アイコン、壁紙、ウィジェットはもちろん、オリジナルのサウンドコンテンツやカラー別の
卓上ホルダもご用意。隅々まで行き渡ったこだわり。

２ 防水・大容量バッテリー・高性能デュアルコアＣＰＵなど安心機能と快適スペック

◆防水・おサイフケータイに加え、２，１００ｍＡｈの大容量バッテリーで安心の充実スペック。また電池パックがもう1つと、電池パックの充電も可能※な、
本体と同色のバッテリーチャージャーが同梱されているので万が一の充電切れにも安心です。

４ スペック

本体と同色の ッテリ チャ ジャ が同梱されて るので万が の充電切れにも安心です。

◆１．５ＧＨｚの高速＆高性能デュアルコアＣＰＵと超高速通信「Ｘｉ」でＷｅｂ閲覧はもちろん、動画や「ＮＯＴＴＶ」などの映像視聴も快適！

◆着信時に画面の着信情報を隠してくれるシークレット機能で周囲の視線を気にすることなく電話をとることができます。

※持ち運び中は充電できません。

３ 充実のカメラ機能と楽しいメール機能でコミュニケーションが広がる

※持ち運び中は充電できません。

◆シャッターを押す１秒前まで遡って撮影され 決定的瞬間を逃さない「タイムキャッチショット」 動画の撮影中でも静止画の撮影がこなせる◆シャッタ を押す１秒前まで遡って撮影され、決定的瞬間を逃さない「タイムキャッチショット」、動画の撮影中でも静止画の撮影がこなせる
「ライブスナップショット」など、頼もしく進化したカメラ機能で大切な思い出を安心して記録できる。

◆画面をキャプチャーして手書きでメモができる「ワンタッチメモ」。地図や写真に大事な情報をメモして、メールで共有することもできて、
コミュニケーションがクリエィティブに。

◆ を 括 閲覧 投稿 きる「 シ プ は 離れ も大切な人と同じ時間や生活 面を共有 きる

1010

◆ Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋを一括で閲覧、投稿できる「ソーシャルプラス」は、離れていても大切な人と同じ時間や生活の一面を共有できる。
「絵文字クイック」でメールをもっと楽しく、フィーチャーフォンの長所を引き継いだ「ソフト十字キー」で、ＳＮＳのつぶやきもサクッと。



追求したのは、「自在」という感覚。
Ａｌｌ ｉ Ｓ ｌｉ ｈ Ｘ ｉ ＴＭＡｌｌ ｉｎ ｏｎｅ Ｓｔｙｌｉｓｈ ＸｐｅｒｉａＴＭ

Ｗｈｉｔｅ Ｂｌａｃｋ Ｐｉｎｋ Ｔｕｒｑｕｏｉｓｅ
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１ 手にしっくりと収まるデザインとサイズが自在な操作を実現１ 手にしっくりと収まるデザインとサイズが自在な操作を実現

◆弧を描く洗練されたアークフォルムを採用。薄く、軽い本体サイズが手にしっくりと収まり快適な操作ができます。

◆ディスプレイ、側面、背面のそれぞれが異なる質感とカラーの３層プレート構造による、上質で美しいデザイン。
側面から背面を覆うゆるやかなラウンドフォルムは持ちやすく 手触りも良い形状です側面から背面を覆うゆるやかなラウンドフォルムは持ちやすく、手触りも良い形状です。

◆ホワイト、ピンク、ブラック、ターコイズの４色の個性豊かな多彩なカラーバリエーション。
本体底面部を少し突出させたＥｌｅｖａｔｅｄ Ｅｌｅｍｅｎｔにより、正面から見ても本体のカラーが一目で分かります。

２ ソニーのテクノロジーだからできる圧倒的な映像・写真・音楽体験

◆約４．３インチのＨＤ 「Ｒｅａｌｉｔｙ Ｄｉｓｐｌａｙ」に映像や写真をより美しく楽しめるモバイルブラビアエンジン２を新搭載。
センサー層を省くことで実現した薄いディスプレイは、タッチ精度が向上してより直感的で確実な操作ができます。

◆うす暗い場所でも美しい写真が撮れる「Ｅｘｍｏｒ Ｒ ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ」採用の約１３００万画素カメラ。進化した自動シーン認識機能の
プレミアムおまかせオートは夜景や逆光時でも写真が綺麗に撮りやすく、カメラまかせで美しい写真が撮れます。

◆ソニーの音質技術が結集した「ＷＡＬＫＭＡＮ」アプリケーションを搭載。簡単にソニーおすすめの音設定ができるので、音の技術を詳しく知らなくても、
より気軽に上質な音楽を楽しむことができます。

３ 全部入りの使いやすさ＆楽しさが広がるエンタテインメント連携

◆防水と防塵 おサイフケータイ ワンセグ 赤外線通信を搭載 Ｘｉ対応だからＷｉ－Ｆｉテザリングがより快適に 自在に使える利用シーンが広がります◆防水と防塵、おサイフケ タイ、ワンセグ、赤外線通信を搭載。Ｘｉ対応だからＷｉ Ｆｉテザリングがより快適に。自在に使える利用シ ンが広がります。

◆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て便利なアルバムアプリケーションを搭載。ムービーアプリケーションもさらに使いやすくなり
映像を存分に楽しめます。

◆ＮＦＣ搭載によりワンタッチでＮＦＣ対応機器と簡単に接続できます。また、ＭＨＬ※で表示画面をケーブルで映し出すこともできるので、
など様 な機器と連携し 楽しむ とが きます

1212

ＴＶなど様々な機器と連携して楽しむことができます。

※ＨＤＭＩ対応のテレビとの接続時には、市販のＨＤＭＩ変換コネクター（ＭＨＬ変換アダプター）とＨＤＭＩケーブルが必要です。



ハイスペックをこのＳｗｅｅｔデザインに。
美ス ト美スマートフォン

Ｂｌｕｓｈ Ｐｉｎｋ Ｐｏｗｄｅｒ Ｍｉｎｔ Ｉｎｎｏｃｅｎｔ Ｗｈｉｔｅ
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１ 毎日がもっときらめく 華やかデザイン＆イルミネ ション１ 毎日がもっときらめく、華やかデザイン＆イルミネーション

◆華やかなラインに包まれた手になじむフォルムに、イルミネーションが美しく光ります。また背面のカメラリングと、輝きを放つジルコニアが見るたびに
心をときめかせてくれます。イヤホン端子につけるスマホピアスや細かい操作に便利なタッチペンなど、どこから見ても抜け目なし!

◆いつまでも美しい外観を保つために 傷や指紋がつきにくいウルトラタフガードｐｌｕｓを採用 さらに指紋や皮脂が付きにくい◆いつまでも美しい外観を保つために、傷や指紋がつきにくいウルトラタフガ ドｐｌｕｓを採用。さらに指紋や皮脂が付きにくい
サラサラコートディスプレイで、液晶の汚れを防ぎ、キレイな画面でスマートフォンを使えます。

◆ＪＩＬＬＳＴＵＡＲＴコラボモデルは、３種類のスペシャルデザインを施したスマホピアス＆イヤホン付き。なんと充電台やタッチペンも特別仕様。
さらに壁紙などのコンテンツやパッケージまで、女性に絶大な人気を持つＪＩＬＬＳＴＵＡＲＴの魅力をギュッと詰め込みました。

２ 速い！カンタン！極上の美しい一枚が撮れるカメラと心ときめく多彩なコンテンツ

◆誰もが思わず「キレイ！」と言う、とびきりあざやかで美しい仕上がりを徹底的に追及。その他、ノイズを抑えた美しい夜景が撮れる高感度撮影や、
遊び心満載のフィルター機能など多彩な撮影で写真が楽しい！もちろん約０．５秒※の高速起動＆撮影で撮りたい瞬間も逃しません。

◆写真を思 通りに ジ きる「盛り ト に ネイ をキ イに写せる「 ド ド を新たに搭載 撮影した人物やネイ をより美しく仕上げます◆写真を思い通りにアレンジできる「盛りフォト」に、ネイルをキレイに写せる「ハンドモード」を新たに搭載。撮影した人物やネイルをより美しく仕上げます。
また、コメントやスタンプ、フレームなどのらくがきも可能！友達に自慢したくなるような写真がカンタンに作れます。

◆中身にも徹底的なこだわり。壁紙やロック画面、キーボードまで見るたびに心ときめくデザインのコンテンツが満載。デコメ４，０００件＆ 新の顔文字も
多数搭載し、メールやＳＮＳをもっと楽しく。さらに手書きダイアリーや手書きメモなど、かわいくて実用的なアプリも！

※撮影設定条件により 起動時間が長くなる場合があります

３ 可愛いだけじゃない、よくばりハイスペック

※撮影設定条件により、起動時間が長くなる場合があります。

◆超高速通信Ｘｉ対応 さらに１ ５ＧＨｚデュアルコアＣＰＵ＆気持ちいい位の操作感サクサクタッチパネル®で快適操作が可能！８ＧＢの内蔵メモリに加えて◆超高速通信Ｘｉ対応。さらに１．５ＧＨｚデュアルコアＣＰＵ＆気持ちいい位の操作感サクサクタッチパネル で快適操作が可能！８ＧＢの内蔵メモリに加えて、
１６ＧＢのｍｉｃｒｏＳＤＨＣを同梱しているのでアプリも音楽も写真もＡＲＲＯＷＳ Ｋｉｓｓにたっぷり保存可能！

◆多彩なジャンルの番組・コンテンツが満載のスマホ向け放送局「ＮＯＴＴＶ」が楽しめる！さらにお風呂でも使える防水・防塵やワンセグ、おサイフケータイ、
赤外線、おくだけ充電＆急速充電などにもしっかりと対応した充実ハイスペックで、長く使うのも安心。

◆片手 さ と画面 ／ ク解除が き ガ トに使 なせる ト指紋セ サ を搭載 また周り 人に画面を見えにくくする

1414

◆片手でさっと画面ＯＮ／ＯＦＦ＆ロック解除ができて、エレガントに使いこなせるスマート指紋センサーを搭載。また周りの人に画面を見えにくくする
「プライバシービュー」も搭載し、周りの目を気にせずメールチェック。細かなセキュリティもばっちりです。



手にした瞬間から
ディズニ の世界を楽しめるディズニーの世界を楽しめる
Ｄｉｓｎｅｙ Ｃｏｌｏｒスマートフォン

ＰＩＮＫ ＷＨＩＴＥ ＯＲＡＮＧＥ ＧＲＥＥＮ ＢＬＵＥ

1515

©Disney



１ 夢と魔法の世界を楽しめる大人かわいいデザインをカラフルな５色で展開１ 夢と魔法の世界を楽しめる大人かわいいデザインをカラフルな５色で展開。

◆艶やかなパール調のボディに、ミッキー＆ミニーのシルエットをさりげなく演出。大人かわいいディズニースマートフォンが、５色のカラーで登場。

◆女性でも持ちやすいスリムデザインに、迫力の映像を鮮やかに楽しめる４．７インチ大画面有機ＥＬディスプレイを搭載。

２

◆シンプルなミッキーヘッドをあしらった卓上ホルダは、映像を楽しむための横置きデザイン。充電しながら、ディズニーの映画やドラマが楽しめます。

映像コンテンツはもちろん、限定アプリやコンテンツも全部無料*1で楽しめる。

◆端末デザインはもちろん Ｄｉｓｎｅｙ Ｃｏｌｏｒの世界をコンテンツでも楽しめる！新しく登場するマチキャラをはじめ プリインの壁紙や◆端末デザインはもちろん、Ｄｉｓｎｅｙ Ｃｏｌｏｒの世界をコンテンツでも楽しめる！新しく登場するマチキャラをはじめ、プリインの壁紙や
アラームアプリにも沢山のキャラクターが登場！大好きなキャラクターでスマホをカスタマイズして毎日を楽しく演出します。

◆Ｄｉｓｎｅｙ Ｍｏｂｉｌｅ ｏｎ ｄｏｃｏｍｏの魅力的な限定アプリ
（Ｄｉｓｎｅｙシネマ／Ｄｌｉｆｅ ／東京ディズニーリゾート®待ち時間ナビなど）を多数プリイン。
Ｄｉｓｎｅｙ Ｍｏｂｉｌｅ ｏｎ ｄｏｃｏｍｏ限定コンテンツも全て無料で楽しめます！

DisneyColorコンテンツ マチキャラ 東京ディズニーリゾート®待ち時間ナビ

◆かわいいデコメ絵文字、オリジナル着うた、限定ライブ壁紙など、多彩なコンテンツをプリイン。
キャラクターたちが楽しい毎日を演出します。

※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。
※ＮＴＴドコモは、東京ディズニーランド®及び東京ディズニーシー®のオフィシャルスポンサーです

３ 防水などおなじみ機能全部入りに加え、サクサク操作に高性能カメラ、画面出力も

◆Ｘｉ × クアッドコアＣＰＵ対応だから、ＤｉｓｎｅｙシネマやＤｌｉｆｅなどの映像コンテンツ、
ＷＥＢもさくさく快適に楽しめます。同梱オリジナルデザインのワイヤレスクリーンボックスを

ば ビ デ ズ使えば、Ｎ－０３Ｅの画面をテレビに出力でき、ディズニーのコンテンツをさらに大画面で
楽しむことができます。

◆かわいいだけじゃない！防水、ワンセグ、おサイフケータイ、赤外線通信やＮＯＴＴＶ等の
便利機能にももちろん対応

1616

◆シャッターチャンスにすばやく起動、高感度瞬撮１３１０万画素カメラ搭載。
さらに、写真撮影と同時にＳＮＳアプリを起動、すぐに写真を共有できる「ＳＮＳシェア機能」対応だから、感じた気持ちをすぐに伝えることができます。

©Disney©Disney / Pixar
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想像を超える進化！
あなたの日常をあなたの日常を
もっと楽しくクリエイティブに

Ｍａｒｂｌｅ Ｗｈｉｔｅ Ａｍｂｅｒ Ｂｒｏｗｎ

1818



１ 大画面５ ５インチ有機ＥＬデ スプレイと１ ６ＧＨ クア ド アＣＰＵ搭載１ 大画面５．５インチ有機ＥＬディスプレイと１．６ＧＨｚクアッドコアＣＰＵ搭載

◆本体におけるディスプレイ割合を 大限に広げる挟額縁ディスプレイ搭載。さらに、進化したＨＤ ＳＵＰＥＲ ＡＭＯＬＥＤでＷＥＢや動画など
さまざまなコンテンツをより鮮やかに、より精細に楽しめます。

◆ ５ ５インチなのに横幅を抑えたスリムなボディ 片手での操作や持ち運びやすさにも徹底的にこだわった新デザインで大きくても使いやすい

２

◆ ５．５インチなのに横幅を抑えたスリムなボディ、片手での操作や持ち運びやすさにも徹底的にこだわった新デザインで大きくても使いやすい。

◆超高速のＸｉに対応。１．６ＧＨｚクアッドコアＣＰＵと大容量２ＧＢ ＲＡＭ搭載で驚きの反応速度で快適に操作できます。
さらに、超大容量３，１００ｍＡｈバッテリーを搭載し、省電力モードと合わせて使うことでより長時間安心して使えます。

ダイレクトに 思いのままに操作できる革新的なUIと進化したＳペン機能２ ダイレクトに、思いのままに操作できる革新的なUIと進化したＳペン機能。

◆ワンステップでテキスト選択やイメージの切り取りが可能。切り取ったイメージはクリップボードに保存されるのでＥメールやＦａｃｅｂｏｏｋに
すぐアップロード出来ます。また、好評の手書き機能がさらに充実。カレンダーやＥメールに直接メモが記入でき、より自由に利用できます。

◆本体に収納できるＳペンを使って直感的な操作が可能。Ｓペンを近づけるだけでフォルダの中身やブラウザのリンク先、
本 が れ 動 が 生され 新感覚 機能を搭載Ｅメールの本文が見れたり、動画がＰＯＰ ＵＰで再生される、新感覚のＡｉｒ Ｖｉｅｗ機能を搭載。

実際に画面に入らなくても、クイックに情報確認が出来ます。

◆動画が別ウィンドウで再生できるＰｏｐ Ｕｐ Ｐｌａｙや、どの画面でも起動できるクイックメモに対応。
メモをとりながら、または動画を見ながら、メールを送る、ＷＥＢを利用するなど、「ながら操作」が楽しめます。
サイズ調整も可能なので様々なシーンで活用できます。

３ あなたの毎日をサポートする使い勝手の良さにこだわった充実便利機能。 新ＯＳ搭載。

サイズ調整も可能なので様々なシ ンで活用できます。

◆おサイフケータイやワンセグや着信通知ランプなどの便利機能搭載。さらに、画面をみていると操作をしなくても消灯しない「Ｓｍａｒｔ Ｓｔａｙ」にも対応。
また 新ＯＳ ＡｎｄｒｏｉｄＴＭ４ １搭載でＡｎｄｒｏｉｄならではの使いやすい操作性に進化しましたまた、 新ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ ４．１搭載でＡｎｄｒｏｉｄならではの使いやすい操作性に進化しました。

◆ロック画面からのクイック起動や撮影間隔約０．３秒などカメラ性能が大幅にアップ。暗いところでの撮影にも強くなり、お勧めの一枚を決めてくれる
Ｂｅｓｔ Ｐｈｏｔｏ機能や、Ｂｅｓｔ Ｆａｃｅ機能など、思い出の瞬間を逃しません。

◆簡単モード機能でよく使うアプリをシンプルに大きめのアイコンで並べられます。また、「＠」や「？」などのコマンドを画面に書く事で、
メ ル画面や検索 ンジンが立ち上がる便利なクイ ク ンド機能を搭載 Ｓなどの ／ も手書きで簡単に変更※でき便利

1919

メール画面や検索エンジンが立ち上がる便利なクイックコマンド機能を搭載。Ｗｉ－Ｆｉ、ＧＰＳなどのＯＮ／ＯＦＦも手書きで簡単に変更※でき便利。

※お客様ご自身で予め設定頂く必要があります。



世界初！※

省エネパワーと高画質を実現した
新世代デ スプレイＩＧＺＯ搭載新世代ディスプレイＩＧＺＯ搭載
スマートフォン
※２０１２年１０月１０日シャープ株式会社調べ

Ｒｅｄ Ｗｈｉｔｅ Ｂｌｕｅ

2020



１ 手のひらに明るい大画面！４．９インチ新世代ディスプレイ搭載＆大容量２，３２０ｍＡｈ電池で長時間使用

◆圧倒的な省エネ性能で電池消費を低減し、さらに高い光透過率で画面が明るい新世代ディスプレイ「ＩＧＺＯ」と
２，３２０ｍＡｈの大容量バッテリー搭載により、もう電池を気にしなくても安心して使える！

◆大画面４．９インチの高解像ディスプレイとタッチパネルの認識精度・応答性を高めた「ＩＧＺＯ」の特性を活かすペン入力に対応。◆大画面４．９インチの高解像ディスプレイとタッチ ネルの認識精度 応答性を高めた ＩＧＺＯ」の特性を活かす ン入力に対応。
スケジュールのほか、マップ上やＷＥＢページなど表示されている画面に、どこでも自在に繊細な手書きが楽しめる。

◆大画面なのに持ちやすい！液晶周りの額縁をスリム化し、４．９インチの大画面ながら幅約６８ｍｍを実現。
さらにスマートフォン下部の角をカットしたデザインなので手当たりが良く、画面の端まで指が届きやすい。
ほのかに浮かび上がるイルミネーションも搭載し、手に持つ楽しさがアップ。

２ 「キレイ」「ブレない」「サッと起動」 光学手ブレ補正つき１６３０万画素の高性能カメラ

◆デジカメ並みの画素数を誇る高性能１６３０万画素カメラ搭載でキレイに撮影＆１６倍ズーム※で遠くの風景も迫力ある画像で残せる。
さらに瞬時にカメラを起動する「ＯＮ速起動」にも対応し、とっさの場面でも思い出は逃さず撮影。

◆画質劣化が少なく、手ブレ補正効果が高い光学式手ブレ補正採用で歩きながらの撮影でもブレない！さらに電子式の手ブレ軽減による補完＆音声で
シャッターを押すことができるので、強力な手ブレ防止が可能に！

◆裏面照射型センサー＆画像処理エンジン「ＰｒｏＰｉｘ」の組み合わせにより、夜景や暗い室内でもノイズが少ないクリアな写真が簡単に撮影できる。
さらに１２０万画素のインカメラにも裏面照射型センサーを採用し、インもアウトも美しい写真撮影を実現！

※１６倍ズーム時には画像サイズはＨＤサイズになります。

３ 圧倒的パフォーマンスと省エネ性の１．５ＧＨｚクアッドコアＣＰＵ＆充実のＵＩ

※１６倍ズ ム時には画像サイズはＨＤサイズになります。

◆１．５ＧＨｚクアッドコアＣＰＵを搭載。４つのコア２つのメモリでストレスフリーの圧倒的なパフォーマンスを実現し、さらにそれぞれのコアを
細かく制御することで処理負荷を軽減し 消費電力を低減できる省エネ設計細かく制御することで処理負荷を軽減し、消費電力を低減できる省エネ設計。

◆スマートフォンを指でトントンと叩くと音声認識モードに切替え。音声で画面ＯＦＦからロック解除・アプリ起動・カメラのシャッター操作など
多様な操作ができるから、手袋をしていたり、手が離せない時でも簡単にスマートフォンを操作できる新しいスマートフォンの使い方。

◆パネル面の振動で音声を直接耳に伝える「パネルレシーバー」※を搭載。パネル表面全てがレシーバー化するので耳を当てる位置を気にする必要がありません。
さらに、ＮＦＣやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ４．０など利用シーンを広げる充実機能搭載。

2121

さらに、 や など利用シ ンを広げる充実機能搭載。

※パネルレシーバーは、人によって聞き取りやすさが異なる場合があります。



ＡｎｄｒｏｉｄＴＭ４．１とクアッドコアＣＰＵ搭載。
ＧＡＬＡＸＹ ＳⅢのプレミアムモデル誕生！ＧＡＬＡＸＹ ＳⅢのプレミアムモデル誕生！

Ｔｉｔａｎｉｕｍ Ｇｒａｙ Ｓａｐｐｈｉｒｅ Ｂｌａｃｋ

2222



１ クアッドコアＣＰＵ＆Ｘｉ対応でストレスフリーな超高速レスポンス実現

◆クアッドコア１．６ＧＨｚ ＣＰＵ搭載でさまざまなシーンで驚くほど高速な操作感を実現。

◆超高速通信Ｘｉに対応し、光回線並みの通信速度でさらに快適にコンテンツを楽しめます。

２

◆２ＧＢのＲＡＭを搭載し、複数アプリを同時に起動しても安心快適な動作を実現。
もちろん、３２ＧＢの大容量メモリや２，１００ｍＡｈの大容量バッテリーも搭載。

あなたを理解するインテリジェント機能により、これまでにない使い勝手を実現。 新ＯＳ搭載２ あな を 解するイ テリジ 機能 り、 れま な 使 勝手を実現。 新 搭載

◆目の動きを感知し画面を見ている間はディスプレイが消灯しない「スマートステイ」機能をはじめ、
ユーザの聴覚特性にあわせて通話音質の調節、端末がポケットやバッグに入っているとき、
接近・照度センサーによって着信量を大きくするなど、使用状況に合わせて自動的に環境設定をしてくれます。

◆新機能「ブロックモ ド」を設定すれば あらかじめ指定した時間帯に機能を無効にできます◆新機能「ブロックモード」を設定すれば、あらかじめ指定した時間帯に機能を無効にできます。
例えば、就寝時に設定しておけばメールやＳＮＳ更新等の通知が、あなたの眠りを妨げることがありません。
ユーザーの日常生活に合わせた使い方ができます。

◆ 新ＯＳ ＡｎｄｒｏｉｄＴＭ４．１搭載で画面転換やスクロールもよりスムーズに行えます。
更に、通知パネルから直接返信や共有ができるＡｎｄｒｏｉｄならではの使いやすい操作性に進化しました。

３ 高性能カメラ搭載＆写真もカンタンにシェアできるので楽しみが広がる。

◆ロック画面からのクイック起動や撮影間隔約０．３秒など高性能なカメラ機能を搭載しているので思い出の瞬間を逃しません。
また、暗いところでの撮影も強く、お勧めの一枚を決めてくれる「Ｂｅｓｔ Ｐｈｏｔｏ」機能など楽しく利用できますまた、暗いところでの撮影も強く、お勧めの 枚を決めてくれる Ｂｅｓｔ Ｐｈｏｔｏ」機能など楽しく利用できます

◆友達の顔を登録しておけば、写真に写った友達にすぐにメールでシェアできるＢｕｄｄｙ Ｐｈｏｔｏ Ｓｈａｒｅ機能搭載。

◆ＰＣとも簡単に写真や動画をシェアできるＡｌｌＳｈａｒｅ Ｐｌａｙ※機能で、自宅のＰＣの音楽ファイルや動画ファイルを
手元のＧＡＬＡＸＹで再生できます。

2323

※ＳＡＭＳＵＮＧアカウントの設定が必要です。ＰＣにＡｌｌＳｈａｒｅ Ｐｌａｙのソフトウェアをインストールする必要があります。
また、ＰＣが立ち上がっている状態で使用可能です。詳細は、http://www.allshareplay.comをご参照ください。
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フルＨＤ大画面＆大容量バッテリーの
イス クスリム防水タブレ トハイスペックスリム防水タブレット

Ｗｈｉｔｅ
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１１ フルＨＤ大画面＆高性能サラウンド＆高速ＣＰＵでエンタメ機能を大迫力で楽しめる！

◆１０．１インチ高精細フルＨＤの美しい表示と、フロントステレオスピーカー＆ＤＯＬＢＹ ＤＩＧＩＴＡＬ Ｐｌｕｓの臨場感溢れる
バーチャル５．１ｃｈサラウンドで、いつでもどこでも感動ホームシアターに早変わり。

◆自宅で録画した地デジ番組やスカパー！ＨＤをＤＬＮＡ連携で持ち出し視聴 ＮＯＴＴＶやワンセグ ネット動画も３２ＧＢ内蔵ＲＯＭメモリに◆自宅で録画した地デジ番組やスカパ ！ＨＤをＤＬＮＡ連携で持ち出し視聴。ＮＯＴＴＶやワンセグ、ネット動画も３２ＧＢ内蔵ＲＯＭメモリに
たっぷり保存して外出先でも楽しめる。

◆高性能の１．７ＧＨｚクアッドコアＣＰＵ×１２個の高性能グラフィック専用エンジン×ＲＡＭ２ＧＢにより、ウェブ画面も動画も高解像ゲームも、
全てがなめらか＆サクサク表示で極上の快速体験。

２ 大容量バッテリー×防水・防塵×スリムデザインでどこでも持ち歩けて利用シーン無限大！

◆超大容量１０，０８０ｍＡｈバッテリーと省電力仕様で、Ｘｉ通信や動画視聴、ゲームも思う存分堪能。また、同梱の卓上ホルダに載せて
３０分充電するだけで、約１０時間使える※。

◆ワンセグやＮＯＴＴＶ ＤＬＮＡ連携で録画した地デジ番組もお風呂に入りながら視聴できたり キ チンで料理や洗い物をしながらレシピを調べたり◆ワンセグやＮＯＴＴＶ、ＤＬＮＡ連携で録画した地デジ番組もお風呂に入りながら視聴できたり、キッチンで料理や洗い物をしながらレシピを調べたり、
ワンセグを観たり。防水防塵で利用シーン拡がる。

◆薄さ約９．９ｍｍのスリムデザインに加え、色剥げしないフィルムコーティング仕様、
高強度・高剛性を誇る「Ｃｏｒｎｉｎｇ Ｇｏｒｉｌｌａ Ｇｌａｓｓ ２」を採用。薄くて強いデザインでどこにでも持ち歩ける。

※１０時間は目安であるため 実際の利用状況（動画を大量にダウンロ ドした場合など）によってはそれを下回る場合があります

３ スタイル切替＆ヒューマンセントリックエンジンで誰もが究極の使いやすさを体感！

※１０時間は目安であるため 実際の利用状況（動画を大量にダウンロードした場合など）によってはそれを下回る場合があります。

◆かんたんＨＯＭＥ画面とかんたんブラウザでシ アの方にも 高に使いやすい「シ アスタイル と アプリの利用設定や◆かんたんＨＯＭＥ画面とかんたんブラウザでシニアの方にも 高に使いやすい「シニアスタイル」と、アプリの利用設定や、
学校で習った５０音表で文字入力が可能な「キッズスタイル」もご用意。

◆画面ＯＮ／ＯＦＦできる「スイッチ付指紋センサー」や、年齢に合わて色補正をして画面を見やすくする「あわせるビュー」、
タッチ操作も分かりやすい「はっきりタッチ」で究極の使いやすさを。

◆ウェブやメール、地図をキャプチャして手書きメモを加えられる「キャプメモ」、卓上ホルダに置いて使える「フォトフレーム」、

262626

◆ウェブやメ ル、地図をキャプチャして手書きメモを加えられる「キャプメモ」、卓上ホルダに置いて使える「フォトフレ ム」、
本格電子辞書３０冊分の「富士通モバイル統合辞書＋」など便利機能が充実。
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強さも美しさも兼ね備えた
イス クス パ スリム防水ハイスペックスーパースリム防水

Ｂｌａｃｋ Ｒｅｄ
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１ ハイスペック＆充実セキュリティでどんなシーンも大活躍！

◆ノイズを抑えた美しい夜景が撮れる高感度撮影や遊びごころ満載のフィルター機能、ぼかし強調モードなど多彩な撮影でもっとたくさん写真が撮りたくなる！
高速起動で撮りたい瞬間を逃さずに、カンタンに極上の写真を撮影できます。

◆「指紋センサー」、「ｍｉｃｒｏＳＤパスワード機能」、「プライバシーモード」「フォルダセキュリティ機能」など充実のセキュリティ機能
＆「名刺リーダー」、「マルチメディア対応本格電子辞書」、「ボイスレコーダー」搭載でビジネスシーンもスマートに安心して使えます。

◆「Ｗｉ－Ｆｉ」、「Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ」、「Ｆ－ＬＩＮＫ」などの安心のハイスペック機能＆高性能ＣＰＵ搭載であらゆるシーンで
ストレスフリーのサクサク操作を実現。

２ ウルトラタフガードｐｌｕｓ＆ハードパネルで傷に強い！上質スリム防水

◆傷がつきにくいハードボディ。本体表面は硬化コーティングを施した高硬度なハードパネルを採用。本体裏面は傷がつきににくく塗装も剥がれづらい
「ウルトラタフガードｐｌｕｓ」塗装を採用し、長く綺麗に使えます。さらに指紋もつきにくくなりました。

◆手に馴染んで持ちやすいスリムボディ＆薄さ際立つデザイン（楔形のウェッジシェーブライン）で
大人のお洒落を極めるスマートなフォルムを実現。知的さと遊び心を併せ持つ鮮やかな
グラデーションカラーでスマートに格好よく、魅力的な大人を演出する大人の正統派ケータイ

◆防水ＩＰＸ５／８、防塵ＩＰ５Ｘに対応しているので利用シーンが広がります。

３ 適な使いやすさを提供するヒューマンセントリックエンジン＆操作しやすいハード

◆騒音下でも音域ごとに相手の声を強調する「スーパーはっきりボイス３」、歩行・走行中などを検知して環境に合わせた適切な調整する「ぴったりボイス」、
相手の声をゆっくり聞こえるようにする「ゆっくりボイス」で幅広いシーンで快適に通話できます。

◆片手で持ちやすい幅５０ｍｍ。スリムボディでも使いやすい！ワンプッシュでオープンできるボタンを採用。

◆押しやすさを追求したド ム型キ 形状＆はっきり見やすい文字で安心 納得のハ ドキ

2929

◆押しやすさを追求したドーム型キー形状＆はっきり見やすい文字で安心・納得のハードキー。



エレガントなデザインに
長持ちバッテリーを搭載した長持ち ッテリ を搭載した
防水スリムケータイ

ＰＩＮＫ ＷＨＩＴＥ ＢＬＡＣＫ
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１ 高級感ある薄型フォルムに優雅に輝くイルミネーションを搭載。

◆ＮＥＣ機種ならではの薄型で美しいフォルムを踏襲した、高級感のあるエレガントなデザイン。

◆押しやすいボタンや持ちやすいフォルムで使い勝手も快適。

◆美しく発光するエモーショナルイルミネーション®は多彩な輝きを楽しめる。発光パターンが豊富だから、
気分や相手によって使い分けることが可能。

２ 防水や長持ちバッテリーに、文字入力が快適なさくさくメールで、安心して長く使える。

◆週末の旅行や、出張中などでも安心して使える連続待受約７８０時間の長持ちバッテリー。
「ｅｃｏモード」に設定すれば、さらに電池残量を節約することができる。

◆急に降り出した雨や、キッチンなどで、水に濡れても安心の防水（ＩＰＸ５/７）、防塵（ＩＰ５Ｘ)対応。

◆文字入力や画面切替が速く、ストレスなくメールが作成できる「さくさくメール® 」や、少ない操作で文字入力できるＴ９®を搭載。
デコメ絵文字も使いやすく メール作成が快適

３ 瞬撮カメラ、ワンセグ、おサイフケータイ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなど豊富な機能を搭載。

デコメ絵文字も使いやすく、メ ル作成が快適。

◆突然のシャッターチャンスを逃さない約８１０万画素「瞬撮カメラ® 」 インカメラ搭載により テレビ電話で自画像を送信して◆突然のシャッタ チャンスを逃さない約８１０万画素「瞬撮カメラ 」。インカメラ搭載により、テレビ電話で自画像を送信して、
顔を見ながら会話を楽しんだり、自分撮りやツーショット撮影も簡単にできる。

◆ワンセグ、おサイフケータイ、ＧＰＳやそのまま海外で使えるＷＯＲＬＤ ＷＩＮＧなど、便利で使いやすい基本機能も充実。

◆ハンズフリーでの通話やケーブルなしで音楽を楽しめるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ対応、手軽に健康管理できる歩数計など、便利で役立つ機能を搭載。
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見やすい・押しやすい・聞きやすい
大画面防水ケータイ

ホワイト ピンクゴールド ブラック
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１ 約３．４インチ大画面で 文字や写真が見やすい

◆幅５１ｍｍの持ちやすいボディに約３．４インチの大画面を搭載。

◆メールや電話帳を特大文字サイズに変更してもゆったり見やすく、写真も大画面で楽しめる。

◆太い文字で時計表示も見やすいサブディスプレイ搭載

２ 押しやすいボタン＆｢ワンプッシュオープン
ＴＭ

｣で使いやすい

◆大きなはっきりした文字と人間工学に基づいた設計でボタンが見やすく押しやすい。

◆手になじむ持ちやすいフォルムにワンプッシュでスマートに本体を開く｢ワンプッシュオープン｣ボタン搭載

◆電話帳やメールはもちろん、電卓やアラーム、辞書などよく使う機能を登録し、ワンタッチでかんたんに呼び出せる｢マルチワンタッチボタン®｣搭載。

３ ｢しっかりトーク®｣、｢ゆったりトーク®｣で聞きとりやすい。

◆通話中の周囲の騒音レベルを感知して、相手の声を大きく聞こえやすく補正する｢しっかりトーク｣で、にぎやかな場所での通話も便利

◆通話中の相手の話す速度をゆっくりにする｢ゆったりトーク」で、相手の声がはっきり聞きとりやすい。
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便利機能も充実！
快適操作 タ 防水 タサクサク快適操作×スタイリッシュ防水ケータイ

Ｏｒａｎｇｅ Ｐｉｎｋ Ｗｈｉｔｅ Ｂｌａｃｋ
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１ 自分らしさを表現したカラーと質感、使うほどに心地よいスタイリッシュなデザイン

◆背面のラウンドフォルムと幅４９ｍｍのスリムなボディで手にフィットして持ちやすい。

◆折りたたんだ隙間部分の角をカットし、指を滑り込ませて開きやすい形状や、キーの下部が盛り上がり、
１つ１つのキーが押しやすい「アークリッジキー」で使いやすさアップ。

◆自分にぴったりのカラーと質感を選べる多彩なデザイン。キーのフォントもカラーごとに異なり、
選択肢が広がります。

２ ハイパフォーマンスでストレスの無い快適操作を実現！

◆ｉモードケータイ 高クラスの１．２ＧＨｚ高性能ＣＰＵ「ＡＧ５」搭載。満足出来るサクサク操作！文字入力やブラウザの表示・スクロールなどがスムーズに
ストレス無く使えます。ト 無く使えます。

◆起動時間や対象項目を細かくカスタマイズ出来るｅｃｏモードに対応。消費電力を抑えてバッテリーの持続時間を延ばせるので、長時間使用が可能！

◆ｄｏｃｏｍｏ Ｐａｌｅｔｔｅ ＵＩに対応。アプリをグループ分けできるので探しやすく、自分好みのグループを作ったり色分けしたり、
アイコンを並べ替えたりカスタマイズ可能。よく使う機能は待受画面からワンタッチで即起動！

３ おサイフケータイなど、安心・安全・便利な実用機能を豊富に搭載！

◆おサイフケータイ、防水・防塵、ワンセグ、エリアメール、ＧＳＭ、ブライトモードなどの便利な機能をコンパクトなボディに結集。
多様なシ ンで快適に安心して使えます多様なシーンで快適に安心して使えます。

◆機能ごとに利用制限ができる親子モードに対応。使ってほしくない機能をロック出来るので、お子さまに持たせても安心です。

◆夜道の一人歩きでの安全を守る防犯ブザーを搭載！大音量のブザーで周囲の人に危険をお知らせし、登録しておいた保護者の緊急連絡先へ自動で発信します。
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その他その他
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フォトパネル

「レグザ」の高画質技術を採用！
タ ネ 搭載 ト ネタッチパネル搭載フォトパネル

ホワイト ブラック

3737



フォトパネル

１ <レグザ>の高画質技術と洗練されたデザイン

◆ 「レグザ」で培った高画質技術を採用、写真や映像を目で見た美しさそのままに楽しめる

２

◆インテリアにも溶け込む、高級感のあるシャープなスリムデザイン

タッチパネル搭載で簡単操作

◆直感操作が可能なタッチパネルを搭載。気軽に写真や映像を楽しめる「お便りフォトサービス」がより簡単に

◆タッチペンの利用でディスプレイに指紋など気になる汚れが付きにくい

３ 本体バッテリー搭載で、安心、便利

◆充実の省エネ機能（人感センサー※１）、ピークシフト機能で※２で電力需要ピーク時に節電効果

◆停電時でも、緊急地震速報や津波警報が届く「エリアメール」が受信可能、より安心安全に※３

◆コードレスで場所を選ばずに利用可能。置ける場所が増えることで利用シーンがもっと広がる

※1 人感センサーは赤外線の変化（動き）を感知するものです。設置環境によっては正常に動作しない場合があります。
※2 「ピ クシフト」とは電力がよく使用される時間（９時 １１時 １３時 １５時 １７時 １９時の３つから選択可能）にバ テリ 電源へ切り替える機能です

3838

※2 「ピークシフト」とは電力がよく使用される時間（９時～１１時、１３時～１５時、１７時～１９時の３つから選択可能）にバッテリー電源へ切り替える機能です。
※3 バッテリー電池残量が約１０％以上有る事が必要です。



モバイルＷｉ－Ｆｉルーター

Ｘｉ受信時最大１００Ｍｂｐｓ対応※で
大容量バッテリ モバイルチャ ジャ 機能搭載大容量バッテリー・モバイルチャージャー機能搭載
※東北、信越、北陸、四国、沖縄の一部に限ります。

Ｂｌａｃｋ
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モバイルＷｉ－Ｆｉルーター

１ Ｘｉ超高速通信対応！更にＧＳＭ対応で海外での利用範囲が拡大！１ Ｘｉ超高速通信対応！更にＧＳＭ対応で海外での利用範囲が拡大！

◆受信時 大１００Ｍｂｐｓ、送信時 大３７．５ＭｂｐｓのＸｉ超高速通信に対応！※１８００ＭＨｚにも対応し、これまでよりも広いＸｉエリアで通信が
できます。また、公衆無線ＬＡＮにも接続できるため、Ｗｉ－Ｆｉスポットでも使用が可能に。

◆ドコモのモバイルＷｉ－Ｆｉルーターとして３ＧだけでなくＧＳＭにも初めて対応！対応国／地域数が広がり、海外でのデータ通信利用が更に便利になります。※２

◆ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格に対応、 大通信速度３００Ｍｂｐｓが可能に！※３

ＵＳＢ接続でのデータ通信にも対応しており、通信のロスが少なく利用できます。

※１ 東北、信越、北陸、四国、沖縄の一部に限ります。
※２ 国際ローミングはＬＴＥには対応しておりません。
※ 帯 み対応になります

２

※３ ２．４ＧＨｚ帯のみ対応になります。

大容量バッテリーで長時間利用を実現！更にスマホへの充電機能搭載！

◆連続通信時間Ｘｉ： 大８時間、ＦＯＭＡ： 大１１時間を実現する大容量バッテリー（３，６００ｍＡｈ）を内蔵。
バッテリー残量を気にせず、外出先でも長時間利用できます。※

◆大容量バッテリーの特性を活かしたモバイルチャージャー機能を搭載しており、お手持ちのスマートフォンなどに給電が可能。外出先でも安心です。

※連続通信時間 連続待受時間は使用環境や電波状況により変動します

３ 大画面カラー液晶で表示が見やすく、ジョグキー搭載で操作や設定変更がさらに簡単に！

※連続通信時間、連続待受時間は使用環境や電波状況により変動します。

◆１．８インチの大画面カラーディスプレイ搭載。多彩なメニュー表示により、電池残量、電波状態、無線ＬＡＮ接続数といった接続状況だけでなく、
データ通信量やＳＳＩＤ・セキュリティキー、電話番号などが更に見やすくなります。

◆ジョグキーの搭載により、簡単操作で設定変更※！ＷＰＳ、Ｗｉ－Ｆｉ電波のオン／オフ、キーロック機能が本体で操作が可能！
Ｗｉ－Ｆｉ電波の自動オフまでの時間、ディスプレイの明るさと点灯時間などの設定により、省電力利用を実現！

◆本体にて簡単な文字入力ができ ＰＩＮロック解除コードと公衆無線ＬＡＮのセキュリティキーが設定できます
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◆本体にて簡単な文字入力ができ、ＰＩＮロック解除コードと公衆無線ＬＡＮのセキュリティキーが設定できます。

※Ｗｅｂ設定ページの一部の機能



＜Ｘｉ１００Ｍｂｐｓについて＞
※東北、信越、北陸、四国、沖縄の一部に限ります。

■各機能に関する注意事項

※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。

＜おくだけ充電について＞
「おくだけ充電 とは ＷＰＣ 規格に準拠したド イヤレス充電機能 とです※ 「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。

＜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。
※コンテンツ決済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。
※ モ ドメ ルは ｉモ ドの解約と モ ド契約のお申込を同時に行う場合に限り ｉモ ドのメ ルアドレスの引継ぎが可能です※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。

＜ＮＯＴＴＶについて＞＜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 ）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。）

＜お便りフォトサービスについて＞
※当社指定の料金プラン、「お便りフォトサービス」のご契約が必要です。
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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）

■各機能に関する注意事項

※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。

＜耐落下衝撃について＞耐落下衝撃に いて
※全ての衝撃に対して無破損、無故障を保証するものではありません。日常生活における一般的な使用条件下での耐衝撃性を想定していますので、
投げつける等、過度な衝撃が加わった場合には壊れる可能性がありますのでご注意ください。また、落下等により携帯電話に衝撃が加わった場合、
携帯電話本体にキズがついたり、防水・防塵性能が保てなくなることがあります。

※アメリカ国防総省が制定したＭＩＬ－ＳＴＤ－８１０Ｇ Ｍｅｔｈｏｄ ５１６．６－Ｓｈｏｃｋに準拠した独自の落下試験を実施しています。
詳細はNECのホームページにてご確認ください。

＜防指紋・防汚コーティングについて＞
※リアカバーが対象となります。

＜お風呂での利用について＞
※「Ｆ－０１Ｅ」 「Ｆ－０３Ｅ」「Ｆ－０５Ｅ」はメーカー独自の試験基準に基づき高湿度条件下（浴室など）でご利用いただけることを確認しておりますが、
以下の点にご注意しご利用ください。

※せっけんやシャンプー、入浴剤の入った水など水道水以外のものをかけたり、水道水以外のものに浸けたりしないでください。
それらが付着してしまった場合、直ちに常温の水道水で洗い流してください。

※湯船（温水）に浸けたり、落下させたりしないでください。誤って落下させてしまった場合は、直ちに取り出してください。
湿気 多 場所に長時間放置しな でくださ ご使用後は 浴室から取り出してお てくださ※湿気の多い場所に長時間放置しないでください。ご使用後は、浴室から取り出しておいてください。

※温水のシャワーを直接かけないでください。
※サウナでは本機を利用しないでください。
※寒い屋外から暖かい浴室などに急に本機を持ち込まず、一度室内に置いて本体が温まってから持ち込んでください。
※浴室内では充電を行わないでください。
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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。
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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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