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１

２

３

高級感あふれる洗練されたデザインと使い心地抜群の持ちやすさ

◆ボディ、ガラス、側面を飾るクリスタル調フレームのカーブが溶け合う優美なデザイン。手に自然にフィットする幅約６４ｍｍの絶妙なサイズ感を実現し、
快適な使い心地を手のひらに。

◆気品あるデザインに映える、ラウンドガラスを使った美しいディスプレイ。高い省エネ性能と、鮮明・精細な画質を両立した４．５インチＨＤ

 

Ｓ－ＣＧ
Ｓｉｌｉｃｏｎ液晶システムを搭載。実物に近い自然な色を再現する「ナチュラルカラーモード」に対応し、楽しいネットショッピングもますます快適に。

◆透明フレームの中央にやわらかく浮かび上がるイルミネーション。手元を彩る色鮮やかな輝きがひときわ美しく存在感を演出します。

シャッターチャンスもブレずにきれい！トリプル手ブレ対策１３１０万画素カメラ

先進の操作性を誇るクアッドコアＣＰＵ＆スマホライフを広げる多彩な機能

◆画質を落とさず手ブレを抑える「光学式」手ブレ補正対応、「電子式」手ブレ軽減との“合わせ技”で暗いシーンでも高い効果を発揮。

さらに声でシャッターが切れる「Ｖｏｉｃｅ

 

Ｓｈｏｔ」と合わせて、トリプル手ブレ対策！撮影の失敗を軽減します。

◆遠くの風景を間近にとらえる１６倍ズームや、パノラマカメラなどオリジナリティあふれる撮影が楽しめるほか、
適なシーンを賢く判断する「シーン自動検出」も性能アップ。

カメラを瞬時に起動する「ＯＮ速起動」

 

※にも対応し、日常の撮影が一段とカンタン＆キレイに。

◆インカメラに１２０万画素の裏面照射型センサーを採用し、自分撮りもキレイに！

 

この高画質インカメラを活用して、
リアルタイムに自分の顔でメークのお試しができる資生堂マキアージュアプリ「ビジンメークナビ」を搭載。

※

 

Ｆｅｅｌ

 

ＵＸ設定時にのみ対応。

◆１．５ＧＨｚクアッドコアＣＰＵ搭載。消費電力を抑えながら、ゲームや動画等、利用シーンに応じた 高のパフォーマンスをお届けします。
さらに、 新プラットフォームＡｎｄｒｏｉｄ４．１、超高速通信Ｘｉ、ＮＦＣにも対応し、スマートフォンの活用は新たな領域へ。

◆オリジナルホーム「Ｆｅｅｌ

 

ＵＸ」がさらに進化、ＦａｃｅｂｏｏｋなどのＳＮＳがもっと身近に。使用中は画面ＯＦＦにならない「Ｂｒｉｇｈｔ

 

Ｋｅｅｐ」、
特定の電話帳データを非表示にしてプライバシーを守る「シークレットモード」等、快適・安心なスマホライフが広がります。

◆外出先の充電スポットで手間なくチャージできる「おくだけ充電」、大容量バッテリー２０００ｍＡｈ、簡単に賢く省エネ設定「エコ技」機能、防水、ワンセグ、
おサイフケータイ、赤外線通信等の便利な機能もしっかりサポート。
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ＢＬＵＥ
ＷＨＩＴＥ

美しさと使いやすさの両立を極めた
プレミアムスマートフォン
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１

２

３

有機ＥＬディスプレイ＆クアッドコアＣＰＵなど、納得のハイクオリティスペック

◆驚きの色鮮やかさと画面の大きさ。ひと目で違いがわかる４．７インチＨＤ

 

有機ＥＬディスプレイ。

◆高速１．５ＧＨｚクアッドコアＣＰＵ×Ｘｉ対応で、インターネットや動画もさくさく快適。

◆たっぷり保存できる３２ＧＢ内蔵メモリ＆驚くほどなめらかなタッチパネルを採用。

１３１０万画素高感度の瞬撮カメラで、その瞬間の感動をすぐにシェア

ブルーライトカットモードなど、こだわりの機能と２ＷＡＹで使えるおくだけ充電対応

◆シャッターチャンスにすばやく起動、１３１０万画素高感度の瞬撮カメラ搭載。さらに裏面照射型ＣＭＯＳセンサーだから、
イルミネーションや夜景も明るくきれいに撮影できる。

◆シャッターボタンにタッチ＆フリックするだけで、撮影と同時にお好みのＳＮＳアプリやメールを起動。すぐに写真を共有できるので、
今の気持ちをリアルタイムにシェアできる。

◆撮影中、２本の指でどこでもカンタンにズーム。直感的な操作で、ベストな構図の写真をすぐに撮ることができる。

◆輝度の強い青色光を約３０％カットしたブルーライトカットモードや指紋が付きにくいタッチパネル、使わない時に電池消費を抑え、
約０．６秒ですぐに起動できるスタンバイモードやウェイクアップ／スリープキーなど、毎日のスマホライフをより快適にしてくれる機能が充実。

◆おくだけ充電に対応。斜めに置ける専用チャージャー（同梱）を使えば、充電しながらおしゃれな時計やフォトフレームとしても使える。

◆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全部入り。
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Ｂｌｕｅ

 

Ｇｒｅｅｎ

手のひらにフルＨＤの臨場感。
快速クアッドコアのハイスペックＥＬＵＧＡ。

Ｂｌａｃｋ
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１

２

３

フルＨＤの映像を５．０インチの大画面で楽しめる。しかも幅６８ｍｍで持ちやすい

◆金属フレームの採用により約３．０ｍｍと縁が狭くなり進化したラインフレームで、大画面約５．０インチ・横幅約６８ｍｍのスリムなラウンドフォルムを
実現。フロントキーを搭載することで大画面でも快適な操作性。

◆ビエラで培った高画質技術「モバイルＰＥＡＫＳエンジン」搭載で、高精細な映像をさらにくっきりと鮮やかに描写。さらに大迫力のサウンドと振動効果で、
手のひらで臨場感あふれる本格シアターを体験。

◆ルミックスで培った高画質技術で、人肌・風景などを美しく簡単に撮影。逆光でも色鮮やかな撮影が可能な、約１３２０万画素のカメラセンサを搭載。
また自分が撮った写真をすぐ友人とシェアし、その反応をすぐに確認できる楽しいオリジナルウィジェット機能「ＥＬＵＧＡ

 

ＣＬＩＰ」を搭載。

便利機能全部入りに加え、大容量バッテリー・片手での操作も快適なＵＩを搭載

パナソニックのスマート家電とつながる！録画したフルＨＤ番組もきれいな画質で楽しめる

◆頼れる２３２０ｍＡｈの大容量バッテリー＆ムダを見つけて自分でエコするエコナビを搭載。おくだけ充電にも対応し、角度がついて動画の試聴に適した同梱の
卓上ホルダとおくだけ充電パッドにより、ワンセグやＮＯＴＴＶを見ながら充電が可能。別売りのアダプターで急速充電※にも対応。

◆ 新１．５ＧＨｚクアッドコアＣＰＵを搭載し、Ａｎｄｒｏｉｄ４．１＆ＲＡＭ２ＧＢでサクサク快適操作。防水・おサイフケータイ・ワンセグ・赤外線などの
便利機能にも対応。また 新のＮＦＣ決済サービスにも対応。

◆約５．０インチ大画面で、アプリ一覧からワンハンドでアプリを回転させてアプリを呼び出すメーカーオリジナルのホーム画面「フィットホーム」をプリイン。
さらにカメラ機能も起動から撮影までワンハンドで快適操作携帯電話のメニュー画面のような操作性のケータイモードや、「伝言メモ」などにも対応。

※

 

急速充電を行うには、ＡＣアダプタ

 

０４（別売）が必要です。

◆ Ｗｉ－Ｆｉを利用してディーガの録画番組をフルＨＤでストリーミング再生※が可能。また、放送中の番組をＥＬＵＧＡ

 

Ｘでストリーミング再生できるため、

テレビのアンテナがない部屋でも高画質で視聴が楽しめる。

◆パナソニックのスマート家電につながって、毎日の暮らしがさらに快適便利に※。調理家電とつながってレシピ検索で食事のレパートリーが広がる、
ヘルスケア商品とつながって毎日の健康管理がカンタン、エアコンの運転状況も確認できる。

◆パソコン（レッツノート）とファイルの送受信などリモート操作ができ、移動中などレッツノートを開けにくい状況でも便利に使える。
またレッツノートのＵＳＢポート３．０を使って急速充電ができる。

※

 

対象機器はメーカーホームページでご確認ください。
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Ｂｌａｃｋ

未来を映すカタチ。
“感じる”究極の美しさをＸｐｅｒｉａ™に。

Ｗｈｉｔｅ

 

Ｐｕｒｐｌｅ
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１

２

３

先進的なフラットボディに、 先端テクノロジーから基本機能まで惜しみなく搭載

◆７．９ｍｍの薄型フラットボディに、 先端スペックを凝縮。背面にガラス素材を採用することで、美しく滑らかな面を実現。
シーン、使い方、持ち方を問わず 適なバランスでお使いいただくために、一切の無駄を排した心地よいデザインです。

◆ハイパフォーマンスを実現する「１．５ＧＨｚクアッドコアＣＰＵ」＆「ＲＡＭ２ＧＢ」搭載。フルＨＤディスプレイの表示も
快適で、消費電力を 小限に抑えながらもスピーディーな処理を可能に。

先端スペックを支える、大容量バッテリー２３３０ｍＡｈを搭載しています。

◆防水と防塵、おサイフケータイ、赤外線通信、ワンセグなどの基本機能に対応。スマートフォンをアクセスポイントとして使えるテザリング、
アイデアやコメントをメモして共有できるノート機能もしっかりおさえたＡｌｌ

 

ｉｎ

 

ｏｎｅモデルです。

“感じる”美しさを手のひらに。大画面フルＨＤディスプレイ

ソニーの 新技術を結集したカメラ、ＮＦＣ機器連携＆“ＷＡＬＫＭＡＮ”アプリケーション

◆超高精細フルＨＤ

 

１０８０×１９２０画質と、色彩の鮮やかさを引き出すモバイルブラビアエンジン２が織りなす感動の映像体験。
外光下でも見やすいように、輝度の高い明るいディスプレイを採用しています。

◆より正確にタッチ操作できるように、センサー層を一体化した薄いディスプレイを採用。高密度４４３ｄｐｉの大型ディスプレイは小さい文字や
細い線も見やすく表示できるので、Ｗｅｂサイトや地図の閲覧にも適しています。

◆簡単サクサクと文章を入力できる、文字入力アシスト機能「ＰＯＢｏｘ

 

Ｔｏｕｃｈ」が進化。
片手でも約５．０インチ大画面を使いこなせるように、キーボードのサイズと位置を自分好みに調整できる機能を初搭載しています。

◆ソニーが世界で初めて※開発した積層型イメージセンサー“Ｅｘｍｏｒ

 

ＲＳ

 

ｆｏｒ

 

ｍｏｂｉｌｅ”を搭載し、明暗差が大きいシーンでも綺麗な動画が
撮れる「ＨＤＲビデオ」に対応。シーン設定不要のプレミアムおまかせオートを搭載し、静止画も動画もカメラまかせで簡単キレイに撮影できます。

◆ワンタッチでつながる、ＮＦＣ機器連携。本端末を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。

◆ソニーの高音質技術が結集した“ＷＡＬＫＭＡＮ”アプリケーションを搭載。優れた音の再現力を誇るステレオヘッドセット
“ＭＨ－ＥＸ３００ＡＰ（本体付属品）”を使って、初めて手にしたその日から臨場感溢れる音を楽しめます。

※

 

２０１２年８月２０日

 

ソニー株式会社広報発表時点。
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Ｂｌａｃｋ

圧巻の１．７ＧＨｚクアッドコアと
感動の使いやすさを備えた
大画面ハイスペック

Ｗｈｉｔｅ



1313

１

２

３

先端技術の１．７ＧＨｚクアッドコアＣＰＵ＆超美麗１６３０万画素カメラ搭載！

◆１．７ＧＨｚクアッドコアＣＰＵとＸｉで快適なスピードを実現。高性能のグラフィック専用エンジンを１２個搭載し、
三次元描画の高解像度ゲームも迫力の臨場感で楽しめます。

◆透過率の高い５枚レンズで暗いところでも美しく撮れる、１６３０万画素高画質カメラを搭載。新しいカメラＵＩと、写真の美しさにこだわった
富士通ならではの画像補正で色鮮やかで明るい写真をかんたんに撮影できます。

◆２４２０ｍＡｈ大容量電池とタイマーできめ細かく節電設定できるＮＸ!エコで電池を気にせず安心して使えます。

息を呑む超高精細映像！５．０インチフルＨＤディスプレイ搭載！

あなたを見守り 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」搭載！

◆１６７７万色のフルカラー対応フルＨＤディスプレイで、写真・映像の緻密な描写を驚愕の美しさで再現。さらに高画質エンジン搭載で美しく鮮やかに、
より一層本物の質感へ。画素密度４４３ｄｐｉで写真プリントＬ判の約１．５倍の高精細さ！写真を超越した美しさです。

◆５．０インチ液晶搭載にも関わらず本体幅６９ｍｍを実現！大画面でありながら持ちやすさを実現！自然に手に収まるホールド感で細部までこだわった
上質なデザインに。美しさと性能、使いやすさを共存させた磨き抜かれた先進的フォルム。

◆大画面の超高精細ディスプレイと屋外でも見やすいＳｕｐｅｒ

 

Ｃｌｅａｒ

 

Ｐａｎｅｌ搭載で、ＮＯＴＴＶなどのコンテンツが外でもキレイに見られます！
大画面ならではの迫力の映像を体感できます。

◆周囲の騒音に応じた受話音強調に加え、新たに通話相手の声をさらに聞きやすくする「スーパーはっきりボイス４」で相手の声がこもっていたり
聞き取りづらい場合でも自動で補正し、さらに聞きやすくなりました。

◆年齢に合わせ見やすい色味に補正する「あわせるビュー」や端末を持っている間は画面バックライトをＯＦＦにしない「持ってる間ＯＮ」で見やすさと
使いやすさがさらに進化しました。

◆スイッチ付きのスマート指紋センサーで、画面ロック・認証解除もスマートに利用でき、スマホを持つ自然な動作で簡単にロックの解除ができます。
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Ｗｈｉｔｅ

水滴クリアタッチパネル搭載
国内最速※１Ｘｉ

 
１１２．５Ｍｂｐｓ※２対応

スマートフォン
※１

 

２０１３年１月２１日現在、各社公表値において。
※２

 

北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の一部に限ります。
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１

２

３

濡れた手でも快適に操作できる水滴クリアタッチパネル搭載、４．７インチＨＤディスプレイ

◆高感度タッチセンシング技術による快適操作を実現。手が濡れていたりタッチパネル上に水滴があっても誤動作なくタッチ操作ができるので、
急な雨や水仕事中の突然の電話などでもすぐに使え、お風呂やキッチンでもインターネットやメールを楽しめる。

◆撥水撥油性のコーティングで、指紋やよごれを防止し、滑らかなタッチ操作が可能。

◆界面反射のない美しい画質の４．７インチＨＤ（７２０×１２８０）ディスプレイ搭載。照明でディスプレイが反射しても、ウェブや写真・動画をより美しい
画像で楽しめる。また、周辺光と画面コンテンツに応じてバックライトとコントラストを 適化し、屋外の太陽光の下でも見やすい美しい画面を実現。

国内 速※１Ｘｉ１１２．５Ｍｂｐｓ※２対応、クアッドコアＣＰＵ搭載で快適・快速

明るいレンズ採用の高感度カメラと、シームレスで洗練されたデザイン

◆国内 速、Ｘｉ受信時 大１１２．５Ｍｂｐｓ対応でウェブやＳＮＳアクセスがより快速。オンラインアルバム、ストレージ、写真・ビデオ編集などの
クラウドサービス利用がさらに快適に。

◆クアッドコアＣＰＵ採用により、大容量データをストレスなく操作。ウェブの表示、アプリの動作がサクサク快適、ゲームの３Ｄグラフィクスも
よりリアルに表現。

◆電源オフからの高速起動（５秒）に対応※３

 

し、プロファイルスイッチャーによりシーンに応じて、液晶の明るさや着信音量など 適な設定を
ワンタッチで切り替えできるので、マナーに配慮してスマートに使いこなせる。

※１

 

２０１３年１月２１日現在、各社公表値において。
※２

 

北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の一部に限ります。
※３

 

初回起動時、電池入れ替え時を除く。ご使用の環境によって異なる場合がございます。

◆１３１０万画素の裏面照射型ＣＭＯＳセンサー“Ｅｘｍｏｒ

 

ＲＳ”、明るいレンズ採用の高感度カメラを搭載。暗い場所でもキレイな写真が撮れる。
さらに独自の画像技術搭載で、暗い部分は明るく、光でつぶれている部分は抑え、画像の縁を強調し、よりシャープでクリアな画像を実現。

◆夜の撮影や逆光でもくっきり明るく撮れるＨＤＲビデオ対応。明暗差が大きいシーンでも色鮮やかな動画撮影ができる。
ズームで大きく拡大しても輪郭がシャープに撮れる、マルチフレーム超解像技術採用のスーパーズーム対応。

◆４．７インチの大画面搭載、防水、ワンセグ／ＮＯＴＴＶ、赤外線通信、おサイフケータイ、全部入りモデルでありながら、手のひらにおさまる
持ちやすいサイズ感。隅々まで配慮されたシームレスで洗練されたスウェーデン発のデザイン。
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Ｐｌａｔｉｎｕｍ

 

Ｗｈｉｔｅ

次世代タッチパネルディスプレイ
×大容量バッテリー搭載スマートフォン

Ｉｎｄｉｇｏ

 

Ｂｌａｃｋ
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１

２

３

迫力の臨場感＆超高感度を実現するＴｒｕｅ

 

Ｆｕｌｌ

 

ＨＤ

 

ＩＰＳディスプレイ搭載

◆ガラス面に直接タッチセンサーをプリントし、一体化する新技術により、ガラス面と液晶部分の薄型化を実現！ガラス面に直接画像が表示されるような新感覚の
ディスプレイを搭載。薄型化により、液晶がよりガラス面に近いため、浮き出るような表示を可能とし迫力の臨場感を実現しています。

◆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。指先で直接グラフィックに触れているような、滑らかなタッチ操作が可能です。

◆ついにスマホもＦｕｌｌ

 

ＨＤに。大画面５インチＦｕｌｌ

 

ＨＤ

 

ＩＰＳディスプレイ搭載。Ｆｕｌｌ

 

ＨＤでコンテンツを視聴する際にスクロールなしで
ページの隅々まで見ることができます。

急速充電対応３０００ｍＡｈバッテリー＆省電力クアッドコアＣＰＵで抜群の使いやすさ

Ｗｅｂを見ながらメモなどの「ながら操作」や、アウト／インカメラの同時撮影など新しい楽しさ！

◆バッテリーの持ちを大幅に改善。大容量３０００ｍＡｈのバッテリーを搭載。さらに急速充電にも対応しているので、充電時間も短縮できます。

◆驚異の高速処理＆低消費電力の１．７ＧＨｚクアッドコアＣＰＵ搭載。高い処理速度、グラフィック能力で快適な動作を実現しました。

◆マルチタスクの進化版、複数のアプリを同時に表示し「ながら操作」が可能。Ｗｅｂを見ながらカレンダーにメモを記載したり、動画を見ながらＷｅｂ検索など
スマホがさらに便利なツールになります。

◆日本初※

 

、インカメラとアウトカメラで同時に録画が可能で、撮影者と被写体が同時に表示される斬新な映像撮影が可能です。ペットや子どもを録画しながら
自分の表情も録画できるなど、アイデア次第で新しい録画の楽しみが広がります。

◆録画時に被写体をズームすると、ズーム対象の音声を拡大し聞くことができるオーディオズーム機能を搭載。被写体が多い中や周囲の雑音が多い中で、
特定の相手をクローズアップする際に活躍します。

※

 

日本国内におけるスマートフォン製品において。２０１２年１月２１日、ＬＧ

 

Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ

 

Ｊａｐａｎ株式会社調べ。
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スマートフォンの可能性を広げる新スタイル。
未体験の驚きと感動を！

Ｂｌａｃｋ
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１

２

３

ダブルディスプレイならではの大画面と携帯性を両立！開けば５．６インチ大画面、閉じればスリムな新形状

◆１つのスマートフォンに２つの画面を搭載した新形状スマートフォン。利用シーンに合わせて画面の大きさを変えることが可能。

◆閉じていれば手のひらフィットの幅６４ｍｍのスマートフォンスタイル、開いて使えば５．６インチのタブレットスタイルを実現。

ダブルディスプレイだから快適で新しい操作性！２つの画面を活かした２画面対応アプリも充実

ダブルディスプレイだから大きなキーボードで文字入力も快適！半分閉じて置けば動画視聴にも便利

◆ＳＮＳをしながらＷｅｂサイトを見たり、メモをしたりすることができる、オリジナルアプリケーション
「Ｕｔｉｌｉｔｙ

 

Ａｐｐｓ」を搭載。２画面だから画面を切り替えることなくスムーズな操作を実現。

◆２画面を使いこなす「ダブルブラウザ」を搭載。同時に２つのＷｅｂサイトを見たり、

 

タブレットのように
ＰＣサイトを２画面を使って全画面で見ることも可能。

◆タブレットスタイル時は片方の画面全体にキーボードを表示、パソコン感覚で文字入力が可能。
キーが大きく文字入力がしやすい。

◆半分閉じれば置きやすく、動画視聴や自分撮りもし易いスタンドスタイル。
しかも画面が切り替わるので画面を見ながら８メガメインカメラで撮影が可能。



2020
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Ｂｌａｃｋ

世界最薄※！
防水対応ハイスペックタブレット

Ｗｈｉｔｅ

※

 

１０インチクラスの液晶を保有するタブレット製品において。
２０１３年１月２１日、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社調べ。
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１

２

３

薄型軽量を追求した洗練されたデザインと、究極のエンタテインメント体験を実現

◆軽量強化グラスファイバーの採用と、シーン、使い方、持ち方を問わず 適なバランスでお使いいただくために一切の無駄を排した心地よいデザインが、
６．９ミリ、１０．１インチで４９５グラムという世界 薄＆国内 軽量※を実現。メタルパーツを採用した付属の卓上ホルダは、上質な存在感を放ちます。

◆音楽、写真、映像をさまざまなサービスと連携して楽しむことができる、ソニーの技術を結集した“ＷＡＬＫＭＡＮ”・アルバム・ムービーアプリケーション
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。

◆写真やＷｅｂページを簡単に切り取って、編集、保存できるノートアプリケーションを搭載。自分好みに編集し、保存したコンテンツは、メールやＳＮＳを
通して共有することも可能です。

※

 

１０インチクラスの液晶を保有するタブレット製品において。２０１３年１月２１日、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社調べ。

充実の機能で快適な操作を実現。ＮＦＣを搭載し、様々な機器連携がよりスムーズに

ソニーならではの技術が、ハイクオリティな、観る。聴く。撮る。を外出先でも実現

◆Ｘｉに対応し、１．５ＧＨｚクアッドコアＣＰＵとＡｎｄｒｏｉｄ４．１の搭載により、快適な操作が可能です。
ハイスペックなので、アプリケーションの切り替えを行うなどのマルチタスク処理も快適に行えます。

◆ＮＦＣ対応機器に、Ｘｐｅｒｉａ™ Ｔａｂｌｅｔ

 

Ｚをかざすだけで、スムーズに連携がおこなえます。
Ｘｐｅｒｉａ™ ＺなどＮＦＣ搭載のＸｐｅｒｉａ™をかざして、写真やブラウジング中のＵＲＬ情報の共有も可能で、

スマートフォンとタブレットの併用にもお勧めです。

◆防水、ワンセグ、ＮＯＴＴＶといった様々な機能に対応。さらに、映像鑑賞をしながら、出演者情報をインターネット上で確認できるなど、メインで使っている
アプリケーションを楽しみながら、別の操作を同時に行えるスモールアプリなど充実の機能が、シーンを選ばない使い勝手のよさを実現します。

◆フルＨＤの映像に対応した１９２０×１２００（ＷＵＸＧＡ）の高解像度の約１０．１インチ“Ｒｅａｌｉｔｙ

 

Ｄｉｓｐｌａｙ”は、高輝度で画面が明るい

ので外光下でも見やすく、高い色表現力とモバイルブラビアエンジン２によりフルＨＤコンテンツも色彩鮮やかでリアルに表現します。

◆音の動きや、広がり感を実現するソニー独自のバーチャルサラウンド技術、「Ｓ－Ｆｏｒｃｅ

 

フロントサラウンド

 

３Ｄ」を搭載。映像・音楽鑑賞するときに、
臨場感のある音を内蔵のスピーカーで楽しむことができます。

◆Ｘｐｅｒｉａ™ Ｔａｂｌｅｔ初の、メインカメラに有効約８１０万画素、フロントカメラに有効約２２０万画素のソニー製裏面照射型ＣＭＯＳセンサー
“Ｅｘｍｏｒ

 

Ｒ

 

ｆｏｒ

 

ｍｏｂｉｌｅ”を搭載。薄暗い場所でも美しい写真を本格的に撮影できます。
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Ａｌｕｍｉｎｕｍ

 

Ｓｉｌｖｅｒ

使いやすいデザインとスペック！
家庭で楽しむ大画面Ｗｉ－Ｆｉドコモタブレット

※「ｄアニメストア」は、ＫＤＤＩ株式会社の商標です。
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１

２

３

映像からショッピングまで、ｄマーケットを便利に、簡単に使える独自のホーム画面

◆現在ご利用いただいているドコモスマートフォンのｄｏｃｏｍｏ

 

ＩＤを入力することで、回線契約が不要な本機種でもｄマーケットを利用可能。
外出先ではスマホでｄマーケットの映画を観て、家でタブレットを使い続きを観るような使い方もできる。

◆ホーム画面でｄマーケットのオススメ商品が毎日更新表示されるので、画面を眺めているだけであなたの欲しいコンテンツがきっと見つかる。
ｄマーケットのすべてのサービスにホーム画面からワンタップでアクセスできるので、欲しい商品をすぐに探せる。

◆１０．１インチＨＤの大画面で映画やドラマなどの動画やコミックなどはもちろん、ショッピングも見やすく快適に楽しむことができる。

快適操作を実現するクアッドコアＣＰＵ、Ａｎｄｒｏｉｄ４．１搭載Ｗｉ－Ｆｉタブレット

◆１．２ＧＨｚのクアッドコアＣＰＵ、操作性を高めたＡｎｄｒｏｉｄ４．１搭載でＷｅｂや動画、ゲームなど様々なアプリを滑らかな動作で利用可能。

◆「ａｕｄｙｓｓｅｙ」や「Ｄｏｌｂｙ

 

Ｄｉｇｉｔａｌ

 

Ｐｌｕｓ｣など多彩な音響技術により、ストリーミング動画や音楽など豊富なコンテンツを
迫力のある音響で味わうことができる。

◆追加の回線契約が不要なＷｉ－Ｆｉタブレットのため、ご自宅にＷｉ－Ｆｉ接続が利用できる環境があれば、追加費用無くタブレットをネット接続して
利用できる。

「しゃべってコンシェル」「フォトコレクション」などドコモクラウドのサービスにも対応。

◆「しゃべってコンシェル」「フォトコレクション」「スマートフォンあんしん遠隔サポート」などドコモクラウドのサービスも大画面で楽しめる。

◆継ぎ目の少ないアルミボディにより、高い質感とシンプルかつエレガントなデザインを実現。使いやすいデザインに加え、タブレットならではの起動の早さで、
いつでも気軽にネット検索などが楽しめる。
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その他
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スマートフォン
 

ｆｏｒ
 

ジュニア

Ｂｌｕｅ

スマホデビューはジュニスマで！
あんしん・あんぜんと楽しさを手のひらに

Ｐｉｎｋ

 

Ｗｈｉｔｅ
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１

２

３

初めてのスマートフォンをあんしん・あんぜんに利用できる機能が充実

持ちやすいラウンドフォルムに１２１０万画素カメラ、Ｘｉ対応など大満足の高機能を搭載

インターネットやお役立ちアプリで楽しく学べる・使えるスマートフォン

◆お子さまにも安心してインターネット等を使っていただけるように、ｓｐモードフィルタで有害サイトをブロックでき、また、アプリがダウンロード制限され※

 

、
利用制限も設定可能です。さらに電話帳に登録した相手だけに電話やメールができるように制限する機能や、深夜利用・使いすぎを防ぐ利用時間制限機能・通話
時間制限機能も搭載しています。

◆防犯ブザーがついているので、いざというときも安心。サイドボタンを長押しすると、防犯ブザーと連動してあらかじめ登録しておいた連絡先（１件）へ自動で
発信できます。

◆親子でスマホやインターネットの安全な使い方が学べる「ケータイ安全教室」の冊子を同梱。お子さま向けには「アニメで学ぶケータイあんぜん教室」アプリを
プリインし、アニメを見ながらわかりやすく学べます。初めてのスマートフォンでも、安心してお子さまに持たせられます。

※

 

本機種では、ｓｐモードメール、しゃべってコンシェル等、当社の指定するアプリケーションのみがご利用になれます。Ｇｏｏｇｌｅ

 

Ｐｌａｙからアプリケーションをダウンロードし、ご利用いただくことはできません。
また、Ｇｏｏｇｌｅマップ、Ｇｍａｉｌ等、Ｇｏｏｇｌｅ社が提供するアプリはご利用になれません。

◆スマートフォンならではのフルフェイスの液晶に、四隅・サイドに丸みを持たせた柔らかいフォルムにしました。お子さまの手になじみ、しっかりホールドでき
持ちやすく、シンプルで飽きのこないデザインです。

◆超高速通信「Ｘｉ」対応、１．５ＧＨｚデュアルコアＣＰＵ搭載でサクサク快適に利用できます。さらに、１２１０万画素カメラも搭載してキレイな写真撮影も
可能。また、おサイフケータイ※

 

、赤外線機能、エリアメールなどおなじみの機能も搭載し、スマートフォンを思う存分楽しめます。

◆防水・防塵に対応しているので、ぬれた手で持っても大丈夫。遊んでいる間に突然の雨にあったり、コップの水をこぼしたりと、活動的なジュニア世代も
安心して使えます。

※

 

「ｉＤ」および「楽天Ｅｄｙ」など一部のおサイフケータイ対応サービスのみご利用になれます。

◆インターネットを使って勉強に必要な情報を集めたり、「地図アプリ」で集合場所に迷わず行けたり、スマートフォンならではの役立つ利用方法が満載。
ｓｐモードメールで、デコメを使った楽しいメールやカメラで撮影した写真つきメールも使え、楽しみも盛りだくさんです。

◆楽しく、ためになるアプリを豊富にプリインストール。ドコモゼミや英和・和英辞書、時間割、おこづかい帳、楽しい書籍がダウンロードできる
電子書籍「ＧＡＬＡＰＡＧＯＳ

 

Ｊｒ」など役立つアプリが充実。

◆大人気の「モンスターハンター（モバイル版）」や、「ＭＹ

 

ＮＵＭＢＥＲ

 

ＰＬＡＣＥ（ナンプレ）」、「どうぶつしょうぎ」などの頭を使うゲーム、
ＦＡＩＲＹ

 

ＴＡＩＬやリラックマの壁紙などのプリインのコンテンツが充実し、楽しく使えます。また、ＰＣから音楽を簡単に取り込め、付属のステレオ
イヤホンを使って楽しめます。

スマートフォン
 

ｆｏｒ
 

ジュニア
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国内最速※１１１２．５Ｍｂｐｓ対応※２。
コンパクトで機能充実

 
モバイルＷｉ－Ｆｉルーター！

Ｂｌｕｅ

モバイルＷｉ－Ｆｉルーター

Ｗｈｉｔｅ

 

Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ

※１

 

２０１３年１月２１日現在、各社公表値において。
※２

 

北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の一部に限ります。
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１

２

３

国内は超高速通信のＸｉ。海外は３Ｇ＆ＧＳＭで利用エリアがより広範囲に！

５秒で起動※、Ｘｉ･ＦＯＭＡ･Ｗｉ－Ｆｉ自動切替えなど、初めて持つ方にも役立つ機能を搭載

分かりやすく便利なディスプレイと、スタイリッシュでコンパクトな３色カラーバリエーション

◆Ｘｉ受信時 大１１２．５Ｍｂｐｓ※１、送信時 大３７．５Ｍｂｐｓの超高速通信が可能に！
８００ＭＨｚにも対応し、更に広いＸｉエリアでご利用いただけます。

◆業界標準のＩＥＥＥ８０２．１１ｎの無線ＬＡＮ規格に対応。３００Ｍｂｐｓの 大通信速度でＷｉ-Ｆｉ通信がさらに快適に！※２

◆国際ローミングは、３ＧだけでなくＧＳＭにも対応することで、ご利用可能な国・地域が広がり、海外でのインターネットやメールがご利用になれます。※３

※１

 

北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の一部に限ります。
※２

 

２．４ＧＨｚ帯のみ対応になります。
※３

 

国際ローミングはＬＴＥには対応しておりません。

◆起動が早いので、使わない時は電源ＯＦＦで節電。必要な時すぐ使えて便利です。

◆Ｗｉ－Ｆｉルーターが自動でＸｉ、ＦＯＭＡ、Ｗｉ－Ｆｉのネットワークを切り替えるので、利用エリアを意識せず簡単にご利用になれます。
さらにｄｏｃｏｍｏ

 

Ｗｉ－Ｆｉ等の公衆無線ＬＡＮへ接続すれば、データ量を気にせずデータ通信が楽しめます！

◆ＵＳＢテザリングで、パソコンなどとＵＳＢ接続でのデータ通信にも対応しており、バッテリーを気にせずにご利用できます！

※

 

電源オンから待受け画面が表示されるまでの時間です。初回起動時、または電池入れ替え時を除きます。ご使用の環境によって長くなる場合があります。

◆ディスプレイ搭載で、バッテリー残量、電波状況、Ｗｉ－Ｆｉ機器接続数等のステータスはもちろん、利用したデータ通信量、
接続に必要なＳＳＩＤ･セキュリティキーも簡単に確認できます。

◆コンパクトなサイズでいつでも手軽に持ち運びができます。

◆シンプルで親しみやすいデザインと選べる３色カラーバリエーション。

モバイルＷｉ－Ｆｉルーター
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＜Ｘｉについて＞
※受信時最大１１２．５Ｍｂｐｓは、北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の一部に限ります。
※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（２０１３年１月末時点）。
※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。）

＜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、

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。

■各機能に関する注意事項

http://www.nottv.jp/


©2013 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.

＜おサイフケータイについて＞
■おサイフケータイ対応機種［ＦｅｌｉＣａ］について
※ＦｅｌｉＣａ方式の（おサイフケータイ対応サービスｉＤ、ＷＡＯＮ、楽天Ｅｄｙ、ＱＵＩＣＰａｙ、モバイルＳｕｉｃａ、ｎａｎａｃｏなど）のみご利用になれます。

■おサイフケータイ対応機種［ＮＦＣ（ＦｅｌｉＣａ搭載）］について
※ＦｅｌｉＣａ方式およびＴｙｐｅＡ／Ｂ方式のおサイフケータイ対応サービスがご利用になれます。ＴｙｐｅＡ／Ｂ方式に対応したサービスのご利用には、

２０１３年２月提供予定のドコモｍｉｎｉＵＩＭカードが必要になります。

＜スマートフォンあんしん遠隔サポートについて＞
※ｓｐモードなどのインターネット接続サービスのご契約が必要です。
※遠隔サポートにはパケット通信料がかかります。パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
※本サービスへお申込みいただくと、ご利用の有無にかかわらず月額料金がかかり、またサービスを月途中でご契約またはご解約された場合も、月額料金がかかります。
※一部サポート対象外の操作・設定があります。また、アプリに対するサポートは別途ドコモが指定する一部のものに限ります。

詳細はドコモのホームページにてご確認ください。
※サポート対象の機能に対するお問い合わせであっても、内容によっては音声案内のみとなる場合があります。
※お問い合わせの内容によっては、解決できない場合があります。
※本サービスはお申込み時にご登録いただいた回線に係るドコモＵＩＭカードが挿入された対応機種でのみご利用になれます。
※お客さまの通信環境によっては、円滑に画面が共有されず、本サービスをご利用いただけない場合があります。
※本サービスは海外ではご利用いただけません。

■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。

©2013 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.
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