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２０１４夏モデル 新商品ラインアップ

２０１４年５月１４日 株式会社ＮＴＴドコモ

© ２０１４ ＮＴＴ ＤＯＣＯＭＯ, ＩＮＣ. Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ.
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ＳＣ-０４Ｆ 高速カメラ＆快適インターネット。
使いやすさを極めた防水ＧＡＬＡＸＹ。

ｓhｉｍｍｅｒｙ ＷＨＩＴＥ

ｃｈａrｃｏａｌ ＢＬＡＣＫ ｓｗｅｅｔ ＰＩＮＫ
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１ 瞬間を逃さない高速オートフォーカス、プロ並みの写真が簡単に撮影できるカメラ。

■ 約０．３秒の高速オートフォーカスで撮りたいシーンを逃さない。また逆光でも顔を明るくした状態を確認して撮れるリアルタイムＨＤＲ撮影で誰でもキレイな写真が
撮影できます。

■ 写真を撮影した後に、カメラエフェクトを選択して背景をぼかせる「フォーカス選択」により、簡単にプロ並みの写真を。
「バーチャルツアーショット」では、まるで撮影場所にいるようなリアルな写真が撮影出来ます。また、動画撮影は、話題の４Ｋ動画の撮影

※１
にも対応しています。

■ インカメラがより広角に。今まで以上に、みんなで自分撮りができます。撮影した写真は、美肌モードでつるつるお肌にエフェクトができたり、色んな表情の中から
ベストショットを選べたり、声でシャッターがきれたりと面白い写真もたくさん撮影できます。

※１ ４Ｋ動画撮影にのみ対応。本体での動画再生はフルＨＤとなります。

２ ＬＴＥとＷｉＦｉの高速ハイブリッドダウンロード
※2

＆防水軽量スリムボディで使いやすい。

３ 緊急時長持ちモード、指紋認証で安心。さらに、Gearとの連携でもっと便利に。

■ 映画やアニメなどの動画やハイレゾ音源の高音質の音楽等のダウンロードが、ＬＴＥとＷｉＦｉを同時に接続することで高速でダウンロードができ、
快適にコンテンツが楽しめます。

■ 防水防塵
※３

対応で、薄くて軽く、持ちやすいデザイン。約５．１インチのフルＨＤディスプレイは水や油をはじく特殊なフッ素加工のため、濡れた後でも水をはじいて
誤動作せずに使いやすく便利です。

■ 本体ボディカラーは、ホワイト、ブラックに加えてファッショナブルなピンクと３色から選べます。マットな背面パネルはしっとりした触り心地で、上質で洗練された
イメージを醸し出します。本体は薄さ約８．２ｍｍのスリムボディで使いやすく、持ちやすいデザインです。

※２ ３０ＭＢ以上の大容量ファイルダウンロード時に、ＬＴＥとＷｉＦｉの同時接続となります。出荷時の設定はＯＦＦの状態です。ＷｉＦｉおよびＬＴＥエリア内の環境で作動します。
※３ ＩＰＸ５／ＩＰＸ７、ＩＰ６Ｘ

■ いざという時に安心な「緊急時長持ちモード」がパワーアップ。大事な電話を逃さないだけでなく、タップするだけで、すぐに自分の位置
※４

がメールで送信でき安心です。
また、地震や台風の警報などが表示される「防災インフォ」機能から、いち早く災害情報を入手できます。

■ ＧＡＬＡＸＹシリーズ初搭載の指紋認証で、画面ロックやオンライン決済
※５

も指一本でＯＫ。大切な写真や動画も指紋認証を使ったプライベートモードでしっかり守れます。
また、背面のセンサーに指を置くだけで心拍数の測定ができます。運動後など気になる心拍数を記録でき、より健康的なライフスタイルをサポートします。

■ 腕時計タイプのウェアラブル端末「Gear 2（別売）」と「Gear Fit（別売）」があれば、スマホ本体を確認しなくても大切な電話、メール、LINE、アラームなどの通知を
手元で確認できて便利です。

※４ ＧＰＳ（位置情報）機能のＯＮ設定が必要です。
※５ 対応しているオンライン決済アプリのみで対応となります。

ＳＣ-０４Ｆ
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感覚を揺さぶる
エンターテインメント体験を、
フラッグシップモデルで。

ＳＯ-０３Ｆ

Ｂｌａｃｋ Ｗｈｉｔｅ Ｐｕｒｐｌｅ
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１ 美しさはもちろん、多彩なエフェクトや４Ｋ動画
※１

も撮れる創造性あふれるカメラ。

■ 話題の４Ｋ動画をはじめ多彩なエフェクトを搭載した動画撮影機能。タイムシフトビデオを使えばベストな動きを選択してスローモーションにすることが出来ます。
ＡＲエフェクトも動画に対応し、ますます驚きの動画撮影が可能です。静止画についても、背景ぼかし撮影を使うと、まるで一眼レフで撮影したかのような写真が撮れます。

■ ブレを抑えて美しく動画を撮影したり、写真を美しく簡単に撮影したり出来るソニー製「Gレンズ™」、画像処理エンジン「ＢＩＯＮＺ® ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ」、
イメージセンサー 「Ｅｘｍｏｒ ＲＳ® ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ」を搭載。全てがソニー製で、見たままのようにリアルに撮影することが出来ます。

■ アルバムアプリやムービーアプリから動画編集機能を使えば、トリミングやスローモーション効果で撮影した動画をかんたんに編集できます。
長く撮り過ぎてしまった動画も、 高の瞬間を切り出して、気軽にシェアすることが出来ます。

※１ ４Ｋ ビデオ（３８４０×２１６０ピクセル）で撮影した映像をＸｐｅｒｉａ本体で視聴する場合はフルＨＤになります。

ＳＯ-０３Ｆ

２ クリアな音が心地良いノイズキャンセリング機能
※２

や大迫力のステレオスピーカーで音楽を楽しむ。

３ 洗練されたデザインに、引き込まれるような美しさの約５．２インチのフルＨＤディスプレイ。

■ ＷＡＬＫＭＡＮ®で培ったデジタルノイズキャンセリング機能をＸｐｅｒｉａ™に搭載。音楽に没頭できるよう周囲の騒音を約９８％カット
※3

します。ノイズキャンセリング対応の
ヘッドセット（別売）を使えば、電車や飛行機の中など騒音が気になる場所でも、クリアに、リアルに音楽を楽しめます。

■ フロントステレオスピーカーで大迫力のサウンドを楽しめます。立体的に音楽を再生できる「Ｓ－Ｆｏｒｃｅフロントサラウンド」に対応。再生音域も広がり、臨場感あふれる
音楽を楽しめます。さらに、ＮＦＣ搭載のワイヤレスポータブル―スピーカー（別売）とワンタッチで連携して、Ｘｐｅｒｉａの音楽をスピーカーからも楽しめます。

■ 連続再生時間約１００時間のＷＡＬＫＭＡＮ®アプリが多彩な音楽体験を実現。ソニー独自のバーチャルサラウンド技術により、まるでコンサートホールやクラブに
いるような感覚が味わえます。また、ＣｌｅａｒＡｕｄｉｏ+モードも進化。まるでレコーディングスタジオで聴いているかのような本格的な音を思う存分楽しめます。

※２ デジタルノイズキャンセリング対応のヘッドセット（別売）が必要です。
※３ ソニー調べ。周囲からの騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません。

■ メタルと樹脂部分を一体型にし、上質に仕上げた洗練されたデザイン。角に丸みを持たせることで手に馴染みやすく、約５．２インチの大画面ながらも使いやすさを
実現。ディスプレイと背面には、傷に強く指紋も付きにくい強化ガラス使用し、長く愛用できます。また、実使用時間３日以上

※４
を実現、長時間の使用も安心です。

■ 鮮やかで臨場感ある映像を楽しめるように、色域が拡がった「トリルミナス®ディスプレイ ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ」を搭載。液晶テレビ ブラビア™で培ったソニーならではの技術を
結集し、今まで表現しきれなかった繊細な色のニュアンスまでも描きだします。

■ 使いやすさも充実。ソニー独自の文字入力機能が「ＰＯＢｏｘ Ｐｌｕｓ」へと進化。入力ミスを訂正する予測変換機能や、より使いやすいメニュー表示が文字入力を快適に
サポートします。ペン先約１．５ｍｍのタッチペン「ＥＳ２２」（別売）にも対応したディスプレイで手書き入力も快適です。また、ＳＴＡＭＩＮＡ®モードでアプリの動作を制限し、
バッテリーを節約することも出来ます。

※４ 一般に想定されるスマートフォンの利用(Ｗｅｂ閲覧、ＳＮＳアプリ、その他アプリの利用等、約８５分間／日の利用)があった場合の電池の持ち時間です(ＮＴＴドコモ調べ)。
実際の利用状況(連続通話や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。詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。
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ＳＨ-０４Ｆ あふれ出る臨場感と余裕のスタミナ。
ＩＧＺＯ搭載全身スクリーンＡＱＵＯＳ。

Ｏｒａｎｇｅ ＷｈｉｔｅＢｌａｃｋ
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１ めいっぱい、広がる色華やかさと大画面。３日間
※１

使える５．４インチＩＧＺＯ×ＥＤＧＥＳＴスタイル

■ 画面のフレームを限りなく細くした「ＥＤＧＥＳＴ」で約８１％がスクリーンという新スタイル。さらに手にフィットし、持ちやすく、すべりにくいヘキサグリップシェイプと
側面のキーの配置を工夫することで使いやすさを実現。背面のパネルは各色リッチ感を演出する素材を採用しています。

■ 新開発の「ＰｕｒｅＬＥＤ(ピュアレッド)」と 適な色調整を行う独自エンジン「ＦＥＥＬ ａｒｔｉｓｔ」により、料理ならより美味しく、人物の肌はより健康的に、微妙な中間調まで
色彩鮮やかに描きます。また撮影した４Ｋ２Ｋ動画のピンチ拡大やフルセグのデータ放送などを大画面で楽しめます。

■ 省電力のＩＧＺＯ液晶ディスプレイに大容量電池３，３００ｍＡｈ搭載で抜群の電池持ち！約１６０時間の長時間音楽再生に、フルセグも約８時間の視聴が可能。
サッカーなどのスポーツ観戦も充電を気にせず思う存分楽しめます。

※１ 一般に想定されるスマートフォンの利用（Ｗｅｂ閲覧、ＳＮＳアプリ、その他のアプリの利用等、約８５分間/日の利用）があった場合の電池の持ち時間です（NTTドコモ調べ）。
実際の利用状況（連続通話や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。詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

２ 逆光や夜景でも美しく、プロっぽく。ＡＱＵＯＳならできる「いいね！」撮りカメラ

３ 持つだけで明るさ続くグリップマジック。大画面でもらくらくの片手操作

■ バランスよく撮影できる 「フレーミングアドバイザー」を新搭載。たとえば、料理にカメラを近づけるとおいしそうに見える構図を自動で検出し、画面上でアドバイス。
プロっぽい写真がかんたんに撮れます。また窓辺で遊ぶペットなど逆光で動きのある被写体も、連写可能なリアルタイムＨＤＲでしっかりキレイに残せます。

■ Ｆ値１．９の明るいレンズと、暗い場所でも人物も背景も明るく撮れるように進化した「ＮｉｇｈｔＣａｔｃｈ Ⅱ」。背景が暗くなってしまいがちなフラッシュ撮影でも、
キレイな写真が撮れます。さらに、触れてしまいがちなカメラレンズカバーは、特殊なガラス製を採用。指紋汚れや傷が付きにくく、くもりのない写真が残せます。

■ ＥＤＧＥＳＴならではの楽しいカメラの使い方。従来のカメラとは違い１面だけではなく上下左右３６０°見回した風景を撮って楽しめる全天球撮影や、かざすだけで
英語を日本語へリアルタイム翻訳できる翻訳ファインダー、写るものの検索情報を表示する検索ファインダーを搭載。

■ 持つ・置くという単純な動作で賢く使える、進化したグリップマジック。持つだけで画面をONするだけでなく新着を知らせたり、着信中はプライバシーに配慮して
持つまで名前を表示しない等、さりげなく使える機能を搭載しています。

■ 片手操作で指が届きにくいとき、キーボードを左右どちらかに寄せたり、ワンフリックですべての画面全体を縮小表示する「ワンハンドアシスト」や、
片手でアクセスできる「クイックランチャー」を搭載しています。

■ 高音質の大型レシーバー搭載で、聞き取りやすい豊かな表現の通話が可能です。また、スピーカーも従来機種より改善し、低域の音も聴きやすくなっています。

ＳＨ-０４Ｆ
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ＳＨ-０５Ｆ
ディズニーの物語と魔法が
あふれ出る。
サプライズいっぱいのスマートフォン。

Ｓｉｌｋｙ Ｗｈｉｔｅ Ｓｉｌｋｙ Ｐｉｎｋ Ｓｉｌｋｙ Ｂｌａｃｋ

©Dinsey
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１ 手にしたそのときから物語の世界へ。ディズニーの魔法の瞬間を描いた６つの物語を楽しもう。

■ ディズニーらしい魔法の瞬間を描いた６つの物語が美しいコンテンツに。「Ｔｈｒｕ ｔｈｅ Ｍｉｒｒｏｒ（ミッキーの夢物語）」をはじめ、「ピノキオ」「シンデレラ」
「ふしぎの国のアリス」「ピーター・パン」「アラジン」のディズニーを代表する作品の世界を体験できます。

■ 鏡の中をのぞきこむ、ミッキーマウスの後姿がキュートな「マジックミラースタンド」。スマートフォンをセットするとミッキーマウスが鏡の中から飛び出す
サプライズアニメーションが登場！本体を横置きできるので、ディズニーシネマやＤｌｉｆｅなどの動画コンテンツも大画面で楽しめます。

■ 優しいシルキーカラーの中に、シルバー調のミッキー＆ミニーの後ろ姿がキラリと輝く、オトナのあなたにおすすめの上品デザイン。画面まわりのメタリックな 仕上げや、
おもて面のミッキーヘッドがアクセサリのような高級感を演出します。

２ サプライズいっぱいのマジカルコンテンツと、ディズニーマーケットの３万以上のコンテンツを無料※１で楽しめる！

３ ３日間※３の電池持ち。高精細な『IGZO』や、夜のパレードもキレイに残せる高性能カメラ搭載。

■ ディズニーを代表する作品の世界にスマートフォンのテーマを変更できます。プリインの「マジカル・テーマ・チェンジャー」を使ってスマートフォンをシェイクしたり、
音声を認識すると、ホーム画面だけでなくライブ壁紙、アラームウィジェット、ロック画面や画面オフの演出、文字入力画面などがすべて、魔法のようにそのテーマに
切り替わります。

■ ディズニーマーケットに無料登録
※２

でディズニーの映画をはじめ、デコメやきせかえ、ゲームなど３万以上のコンテンツが無料で楽しめる！
遊び心がいっぱいな自分の顔の上にキャラクターマスクがあらわれて、顔の動きに合わせて表情が変わるミラーアプリなども配信。

■ アラーム、マチキャラ、ドコモメールのきせかえ、のぞき見ブロック、ディズニーフォントなどオリジナルコンテンツも充実。また、東京ディズニーリゾート体験が
もっと楽しくなるアプリ「待ち時間ナビ」の他「パークプランナー」も新登場。

※１ 別途パケット通信料がかかります。ゲームの一部オプションをお楽しみいただくには、有料になるアプリがあります。コンテンツをご利用の際、データ量が多くなり、比較的短時間で速度制限条件に達する場合があります。
速度制限下での動画コンテンツの視聴は困難ですので、無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ®）でのご利用をおすすめします。

※２ 別途パケット通信料がかかります。ｓｐモード契約(３００円／月)が必要になります。

■ 超高精細フルＨＤ「ＩＧＺＯ」搭載で、省電力と高画質を両立。３，０００ｍＡｈの大容量バッテリーで、泊りがけの外出も電池を気にすることなく使えます。
さらに大容量メモリで沢山のコンテンツ等を保存して楽しむことができます。

■ 薄暗い場所でも、フラッシュなしで明るく撮影できる「ＮｉｇｈｔＣａｔｃｈ」により、夜の撮影でもスムーズに！さらにスマートフォンの作品のテーマを変えると、
「ミッキー」や「アラジン」をモチーフにしたオリジナルシャッターサウンドが設定される遊びごころもプラス。

■ 「持つ」だけで、時間をお知らせ、着信音を自動で小さく、寝転がっても画面の向きが勝手に変わらないなど、便利に使えます。大画面にぴったりな高画質の
フルセグ放送に対応。ＤＴＳ Ｓｏｕｎｄ™対応で、臨場感あふれるディズニー音楽も長時間楽しめます。

※３ 一般に想定されるスマートフォンの利用(Ｗｅｂ閲覧、ＳＮＳアプリ、その他アプリの利用等、約８５分間／日の利用)があった場合の電池の持ち時間です(ＮＴＴドコモ調べ)。
実際の利用状況(連続通話や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。詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

ＳＨ-０５Ｆ
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Ｆ-０５Ｆ
思いのままに文字入力。
スマホ史上最高※１

ＡＴＯＫ搭載３日※２持ちＡＲＲＯＷＳ。

※１ スマホ版ＡＴＯＫの変換辞書において。２０１４年５月１３日現在（ (富士通調べ）
※２ 一般に想定されるスマートフォンの利用(Ｗｅｂ閲覧、ＳＮＳアプリ、その他アプリの利用等、約８５分間／日の利用)が

あった場合の電池の持ち時間です(ＮＴＴドコモ調べ)。
実際の利用状況(連続通話や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。
詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

Ｇｏｌｄ ＲｅｄＷｈｉｔｅ
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１ 高の辞書を搭載したスマホ版ＡＴＯＫとストレスフリーの操作感で、文字入力を驚くほどスムーズに。

■ スマホ版ＡＴＯＫとして初めて、「日本語英語辞書」「郵便番号辞書」「町名住所変換辞書」「６地域の方言辞書」等を搭載した「Ｓｕｐｅｒ ＡＴＯＫ ＵＬＴＩＡＳ」を搭載。
メールやＳＮＳなどで入力したい言葉や文章を思いのままに文字変換できます。また、入力を間違えてしまった場合でも自動で補正してくれます。

■ 快適でストレスフリーな操作感を実現する「プレミアムサクサクタッチパネル」を搭載。指でタッチした時の正確さを向上し、フリックミスやタッチミスなどの誤入力を
防ぎ快適な操作感を実現します。

■ ｉモードケータイの操作感を再現したキーボード等、慣れ親しんだ様々なキーボードを搭載し、快適な文字入力をサポートします。コピー＆ペーストや選択範囲の
選択などの文字入力をサポートする機能も快適です。

２ 直射日光に負けない見やすさの省電力ディスプレイ 新ＷｈｉｔｅＭａｇｉｃ™＆シンプルな操作画面

３ 暗いシーンでも明るくキレイに撮れる。ドコモスマートフォン 高クラス
※３

の約２，０７０万画素カメラ。

■ フルＨＤに対応した省電力ディスプレイ 新ＷｈｉｔｅＭａｇｉｃ™を搭載。ドコモスマートフォン 高クラス
※１

の明るさ１，０００カンデラを実現し、直射日光の下でも見やすく、
インターネットはもちろん、写真やフルセグまで鮮やかにくっきり見られます。また、３，２００ｍＡｈ大容量バッテリーとヒューマンセントリックエンジンにより、
３日間

※２
安心して使えます。

■ Ｕ字型の優美なフレームと背面のラウンドフォルムが、しっくりと手に馴染む絶妙のホールド感と圧倒的な操作のしやすさを実現。
背面塗装には、「ハイパーダイヤモンドタフコート」を用い、傷に強く、美しさを保ったまま長期間愛用できます。

■ ｉモードケータイからスマートフォンに機種変更をしても馴染みやすい「ｄｏｃｏｍｏシンプルＵＩ」と、わかりやすいタイル表示など、
使いたい機能を簡単に探して見つけられるＡＲＲＯＷＳ独自の設定メニューが、スマホ生活を快適にサポートします。

※１ ２０１４年５月現在ドコモスマートフォンのディスプレイ輝度において。
※２ 一般に想定されるスマートフォンの利用(Ｗｅｂ閲覧、ＳＮＳアプリ、その他アプリの利用等、約８５分間／日の利用)があった場合の電池の持ち時間です(ＮＴＴドコモ調べ)。

実際の利用状況(連続通話や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。詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

■ 暗い場所でも明るく、美しく撮れる約２，０７０万画素大型ＣＭＯＳイメージセンサー「Ｅｘｍｏｒ ＲＳ ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ」と、明るく撮影できる薄型の高性能レンズを搭載。
また、高性能画像処理エンジン「ＧＲＡＮＶＵ」＆暖色フラッシュにより、自然な色味の写真撮影が可能です。

■ 夜景や薄暗い場所ではフラッシュを発光させることなく快適に、また、明るい場所では露光時間が短縮したことで手振れが少ない美しい写真がサクサク撮れます。
シャッターボタンを押すだけで、簡単にお気に入りの１枚が撮影できます。

■ ＬＴＥ／３ＧとＷｉ－Ｆｉに同時接続できる「マルチコネクション」機能を搭載し、ストレスなくブラウジングが出来ます。もちろん、指一本で簡単にロック解除ができる
スマート指紋センサーも搭載。その他、赤外線やおサイフケ－タイ、防水

※４
対応など、充実の機能や性能を余すことなく搭載しています。

※３ ２０１４年５月現在ドコモスマートフォンのカメラ画素数において。
※４ ＩＰＸ５／ＩＰＸ８

Ｆ-０５Ｆ
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ＳＯ-０４Ｆ 使いやすさは進化する。
手のひらから始まる、驚きの体験。

ＯｒａｎｇｅＬａｖｅｎｄｅｒ Ｗｈｉｔｅ Ｇｒａｙ Ｂｌａｃｋ
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１ 心地良さには理由がある。カラー、サイズ、素材。その全てがＸｐｅｒｉａ™クオリティ。

■ 手のひらに収まるから持ちやすく、使いやすい。約４．３インチの画面サイズは片手でも持ちやすく、利用シーンに合わせて、縦向きでも、横向きでも、
どちらの向きで使っても、快適な操作を実現します。

■ 丸みをおびた洗練されたプレミアムなデザイン。ラウンドフォルムのアルミフレームと、マットに仕上げた背面パネルの組み合わせによって、手に吸いつくような
心地よい自然なフィット感を実現しました。上質なマットデザインは指紋がつきにくく、いつでも美しく使えます。

■ 選べるカラーバリエーション。優美な印象のラベンダー。爽快な印象のオレンジ。硬質な印象のグレーブラック。凛とした印象のホワイト。しっとりとした質感の
アルミフレームと背面パネルのコンビネーションによって、各カラーの個性を際立たせます。

２ 撮る。をもっとキレイに、もっと楽しく。写真や動画に驚きを。

３ ＳＴＡＭＩＮＡ®モード、防水、おサイフケータイ®など、便利で手放せない機能が毎日をサポート。

■ キレイな写真をもっと身近に。ソニーの技術を結集した、ドコモスマートフォン史上 高クラス
※1

の約２０７０万画素のハイスペックカメラを搭載。シンプルな操作で
設定やシーンを気にせず、簡単に美しい写真を撮影できます。

■ 多彩なカメラアプリが、写真や動画の新たな撮影体験を実現する。シャッターを押した前後１秒ずつ、合計６１枚の写真撮影ができるタイムシフト連写を始め、
”恐竜時代”や”海の中”などテーマを選択し、動きのあるエフェクトや効果音と一緒に動画も撮影できるＡＲエフェクトなど、選べるカメラアプリで写真や動画撮影の
楽しさが広がります。

■ ＋アプリで、カメラの使い方が広がる。＋アプリから、カメラアプリをダウンロードすれば、Ｘｐｅｒｉａのカメラ機能をカスタマイズでき、お好みの作品を簡単に撮影する
ことができます。背景ぼかしをダウンロードすれば、一眼レフのような美しいボケ味を楽しむことができます。

※１ ２０１４年５月現在ドコモスマートフォンにおけるカメラ画素数において。

■ 片手でも持ちやすいサイズでありながら、安心して使えるバッテリー持ちを実現。ＳＴＡＭＩＮＡモード
※２

を設定すれば、日常よく使うアプリの動作を抑えることで、
１回の充電でより長時間使うことができ安心です。

■ お風呂でも、水気を気にせずに使える。防水・防塵
※３

対応で、利用シーンを選ばずアクティブにＸｐｅｒｉａを使えます。イヤホンジャックがキャップレス防水に対応しており、
イヤホンの抜き挿しの際もキャップの開閉が必要ありません。

■ 使いやすさと便利な機能を両立。文字やアイコンが大きいホーム画面、シンプルホームを搭載で快適な操作を実現。また、入力ミスを検知し正しく変換してくれる
文字入力アシスト機能、ワンセグ、おサイフケータイなどの便利な機能を搭載し、スマホ初心者でも、安心して使えます。

※２ ＳＴＡＭＩＮＡモードの効果は、追加したアプリケーションや、利用状況によって変化します。ＳＴＡＭＩＮＡモードを利用するには、任意のアプリケーションを１つ以上、動作を制限するアプリに追加する必要があります。
アプリケーションにより、ＳＴＡＭＩＮＡモードに登録できない場合があります。

※３ ＩＰＸ５／ＩＰＸ８、ＩＰ５Ｘ

ＳＯ-０４Ｆ
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ＳＨ-０６Ｆ 想像を軽々超えるタブレット。
ＩＧＺＯ搭載全身スクリーンＡＱＵＯＳ。

Ｗｈｉｔｅ
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１ 手の中に収まる、新書並のサイズで７インチ。世界 軽量
※１

の約２３３ｇで持ちやすい。

■ フレームを徹底的に細くした「ＥＤＧＥＳＴ」デザインで画面の約８１％がスクリーン。７インチの広々画面のまま、持てば実感できる薄さと軽さを実現。
世界 軽量の約２３３ｇで軽々と持ち出せます。

■ 側面にはメタル調ラインを中心としたヘキサグリップシェイプを採用。美しさと持ちやすさを両立した新しいフォルム。また押しやすい電源キーと音量キーは
アクセントにもなっています。背面にはフラットなクリアパネルを採用し、シンプルで上品なデザインです。

■ 防水（ＩＰＸ５／７）に対応。突然の雨でもあわてる必要はありません。アウトドアやキッチンなど、さまざまな場所で気軽に使うことができます。

※１ ７インチ以上のディスプレイを搭載するＬＴＥ内蔵タブレットにおいて。２０１４年５月１３日現在 シャープ調べ

２ あふれ出る臨場感、驚きの高画質＆省電力。時間を気にせず楽しむ映像美

３ 電話もできる、文書の作成もおまかせ。いざという時にも便利な充実機能

■ 自然なバランスで発光する新バックライトＬＥＤ「ＰｕｒｅＬＥＤ（ピュアレッド）」の採用で、ＩＧＺＯの表現力が更にアップ。写真や映像がもっと自然に、もっと色鮮やかに。
画面のフチはギリギリまで細く、リアルな映像がまるで画面の外まであふれるような感覚です。

■ ＩＧＺＯの省電力性能に加えて、４，２００ｍＡｈのバッテリー容量で、長時間の使用もあんしん。フルＨＤを超えるＷＵＸＧＡの解像度で、ネット閲覧も電子書籍コンテンツも、
とことん楽しめます。

■ フルセグ機能が更に進化。データ放送対応で、ゲームや人気投票にも参加でき楽しさアップ！卓上ホルダ（同梱）に載せればどこでも私だけのテレビ。
ＵＳＢ同軸変換ケーブル（同梱）で、充電しながらご家庭のアンテナケーブルにつないで、より安定して視聴や録画もできます。

■ 電話の機能もあるタブレット。レシーバー搭載でスマホスタイルで通話ができます。音質特性にもこだわった大型ダイナミックレシーバーなので、クリアに聞こえます。

■ お買い物やデータ交換も簡単にできる便利なＦｅｌｉｃａ、ＮＦＣに対応しています。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ対応のヘッドホン（別売）などのペアリング設定も簡単に行えて便利です。

■ Ｏｆｆｉｃｅ互換アプリをプリインストール。Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ文書は見るだけでなく、編集もできるので外出先でのちょっとした修正も可能です。
また、地図やロック画面など、とっさにメモを取る場合は、オリジナルアプリ「書（かく）」ノートが便利です。

ＳＨ-０６Ｆ
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ＳＯ-０５Ｆ 世界最薄・最軽量※。
心揺さぶるプレミアム防水タブレット。

※ １０インチ以上の液晶を保有する、ＬＴＥ／３Ｇタブレット製品において。
２０１４年５月１３日現在。ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社調べ。

ＷｈｉｔｅＢｌａｃｋ
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１ 持ち運びやすい軽量スリムボディに、Xperia™ならではのプレミアムなデザイン。

■ 世界 薄約６．４ｍｍ、世界 軽量約４３９ｇの１０．１インチタブレット。角に丸みがあり、手触りの良いマットな素材で指紋も付きにくいデザインです。
フレームと背面パネルを一体化した「ユニボディ」構造を採用することで、薄さ、軽さ、美しさを実現しました。

■ 防水防塵
※１

対応のため、キッチンやお風呂でもタブレットが使えます。外出先はもちろん、自宅でもシーンを選ばず使えるので、いつも一緒に、
どこへでも持ち運びたくなるタブレットです。

■ Ｗｅｂサイトの閲覧、メールや電子書籍も読みやすい約１０．１インチの大画面。直感的に操作ができる、シンプルホームを搭載。
ホーム画面が見やすいタイル形式になり、文字も大きく表示されるため、初めてタブレットを使う方でも簡単に操作できます。

※１ ＩＰＸ５／ＩＰＸ８、ＩＰ５Ｘ

２ ソニーならではの臨場感あふれる映像、音楽体験が感覚を揺さぶる。

３ Ｘｐｅｒｉａ Ｚ２ Ｔａｂｌｅｔ がノートパソコン、電話、テレビ代わりに。新しい使い方ますます広がる。

■ フルＨＤ映像に対応した１，９２０×１，２００(ＷＵＸＧＡ)の約１０．１インチの「トリルミナス®ディスプレイ ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ」を搭載。鮮やかで色表現力豊かな大画面での
動画体験は、まるで映像作品の世界の中にいるかのような臨場感を味わえます。

■ 臨場感あふれるサラウンドを実現する、大型ステレオスピーカーをフロント面に搭載。また、周囲からの騒音を低減して音をクリアに、そしてリアルに再生する
デジタルノイズキャンセリング機能

※２
に対応。外出先でも家の中でも音に包まれる感覚に浸れます。

■ Ｘｐｅｒｉａ™ スマートフォンで好評のイメージセンサー「Ｅｘｍｏｒ ＲＳ® ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ」の搭載をはじめ、多彩なカメラアプリケーションも搭載。カメラ越しに見た世界に自動で
エフェクトがかかるARエフェクトや一眼レフのようなボケ味を作れる背景ぼかしなどに対応しています。

※２ 別売のノイズキャンセリング対応ヘッドフォンが必要です。

■ カバー付Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®キーボード(別売)と組み合わせて、Ｘｐｅｒｉａをノートパソコン代わりに。洗練されたデザインと文字の打ちやすさを両立した専用キーボードを使えば、
さらに快適な操作が出来ます。長文メールの作成や、ＯｆｆｉｃｅＳｕｉｔｅ Ｐｒｏ を使って文書の編集、表計算などがパソコン要らずで可能です。

■ 通話機能付きリモコン(別売)と組み合わせることで、Ｘｐｅｒｉａ Ｚ２ Ｔａｂｌｅｔの利用シーンが更に広がります。タブレットを操作しながらの通話や、離れたところから動画、
写真などのスライドショー再生が出来るなど、タブレット１台で様々なシーンで使いこなすことが出来ます。

■ 録画もできるフルセグに対応
※３

。約１０．１インチの大画面ならではの迫力ある映像を、フロントステレオスピーカー搭載によるダイナミックな音質で楽しめます。
同梱の卓上ホルダと組み合わせて、自宅のテレビ代わりに使うことも出来ます。

※３ 安定したフルセグ視聴には同梱の ＵＳＢ同軸変換ケーブルＳＯ０１が必要です。

ＳＯ-０５Ｆ
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ドコモ らくらくホン
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使いやすく、洗練された新デザイン。
家族や仲間ともっとつながる。

レッド ホワイト ブラック
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１

２

３

手になじむデザイン、美しく見やすいメニューと大きな画面。らくらくタッチで操作も確実。

スマホだからもっとつながる。「ファミリーページ」で家族や仲間と会話をもっと楽しもう。

さらに簡単きれいに撮れる「新おまかせカメラ」。初めてのスマホでも、便利で安心な機能が充実。

■ デザイナー原研哉のデザイン。「手にフィットする磨き抜かれたカタチ」と「本体色と画面色の統一」により、使いやすく美しいデザインに。すっきりきれいなメニュー画面、
大きなボタン、明快なコントラストで、より見やすくなりました。なお、従来のらくらくホンシリーズ同様のメニュー画面も選択できます。

■ HD高解像度の約４．５インチの見やすい画面で、写真や動画をより美しく楽しめます。また、鮮やかな高精細「有機ＥＬディスプレイ」を搭載したため、
屋外でも屋内でも快適に使うことができます。

■ 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
※１

」。押し間違いが少なくスマートフォンのタッチ操作が初めてでも安心です。快適な押し心地を追求することで、
誤タッチを防ぐ確実性と、気持ちよく文字入力などのタッチ操作ができる軽快さを両立しました。

※１ 設定をＯＦＦにして通常のタッチ操作にすることもできます。

■ メッセージ付の写真が自動でトップ画面に表示される「ファミリーページ」！写真をきっかけに家族や仲間との会話が弾み、後から思い出としても楽しめます。
趣味の話題で盛り上がる「らくらくコミュニティ」などで家族や仲間とコミュニケーションができます。

■ かしこい日本語入力システム「Super ATOK ULTIAS for らくらく」を搭載。メールなどで入力したい文字を予測し、思いのままに文字変換してくれるので、
家族や仲間とのコミュニケーションが楽しくなります。さらに、「らくらく２タッチ入力」搭載で、従来のケータイ入力よりも少ないタッチ数で簡単に文字入力ができます。

■ らくらくホンでおなじみのワンタッチダイヤルは、登録件数を９件に拡大して、家族や仲間とさらに連絡が取りやすくなりました。また、つながりほっとサポート（無料）で、
歩数情報などのスマートフォンの利用状況を離れたご家族などに伝えられるので安心です。

■ 高性能画像処理エンジン「ＧＲＡＮＶＵ」搭載のかんたんで便利なカメラ。お孫さんやペットなど、被写体が動いていても、ぶれずに綺麗に撮れる「ゼロシャッター」機能や、
手振れしやすい屋内での撮影をサポートする「インテリジェントシャッター」機能を搭載。また、撮影した写真を簡単にプリンタで印刷できるアプリ

※２
にも対応しています。

■ インターネット検索やお天気・ニュースのチェックができる専用の「ｄメニュー」。国内外のニュースやトレンド記事が増え、さらに便利に。
また、「まいチャネル」機能を使えばラジオ感覚で、いつでも手軽にニュースを聞くことができます。さらに、話しかけるだけでスマホが知りたいことに答えてくれる
「しゃべってコンシェル」や大人気の「みんなで脳力ストレッチング」ゲームを搭載。

■ らくらくホンセンターに無料でつながるため、分からないことがあればすぐに電話で聞くことができます。また、「スーパーはっきりボイス４」対応で、
相手の声が聞き取りやすく、防水・防塵

※３
にも対応しているので安心です。かんたんズーム機能を使えば、小さくて読みにくい文字も拡大して見られます。

※２ プリンタは別売となります。
※３ ＩＰＸ５／ＩＰＸ８、ＩＰ５Ｘ

Ｆ-０６Ｆ
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ドコモ ケータイ
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Ｆ-０７Ｆ

ドコモ ケータイ

欲しい機能全部入り。
上質を極めたハイスペック
スリム防水ケータイ。

Ｂｌａｃｋ Ｇｏｌｄ
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ドコモ ケータイ

１ ケータイに求められる機能を集結した、充実のハイスペック。

■ デジタルカメラ並みに美しい写真を撮影できる１，３１０万画素の高性能カメラを搭載。自動シーン認識でカメラにまかせてカンタン、キレイに撮影できるだけでなく、
遊びごころ満載の特殊フィルター機能や仕事にも活用できる名刺リーダー、フルＨＤムービー撮影

※１
など充実のカメラ機能を搭載しています。

■ Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®でハンズフリー通話、ＧＰＳで目的地までのルート案内、おサイフケータイ® で便利に支払いをしたり、テザリングにも対応した無線LAN
※２

や
ＦＭトランスミッタ、ワンセグなど、ケータイに求められるあらゆるニーズに応える充実の機能を搭載しています。

■ 様々な機能を安心して活用できる１，０００ｍＡｈの大容量バッテリーを搭載。さらに、消費電力を抑えるｅｃｏモード搭載により、長時間の外出だけでなく
旅行や出張の時も安心して使うことができます。

※１ フルHDサイズの撮影動画保存は、ｍｉｃｒｏＳＤカード（別売）、ｍｉｃｒｏＳＤＨＣカード（別売）をご利用ください。画像サイズがフルＨＤ（１９２０×１０８０）のときに使用する、ｍｉｃｒｏＳＤカード（別売）／ｍｉｃｒｏＳＤＨＣカード（別売）は、
ＳＤスピードクラスがＣｌａｓｓ４以上のものを推奨します。

※２ ご利用にはＦ－０７Ｆ（親機）とＦＯＭＡネットワーク間で通信料金がかかります。送受信データの容量が多い場合はパケット通信料が高額になるおそれがありますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などの
パケット定額サービスをご利用ください。

２ 所有欲を刺激する上質を極めたスリムデザイン。キズがつきにくいタフボディで美しく長持ち。

３ 適な使いやすさをサポートするヒューマンセントリックエンジン®＆安心のセキュリティ。

■ 本体は傷がつきにくいタフボディ。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、裏面は傷がつきにくく塗装も剥がれにくい「ウルトラタフガードｐｌｕｓ」塗装で、
長くキレイに使えます。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なウェッジシェープフォルムは、スマートに恰好よく胸のポケットに納まるサイズです。上質なブラックと優雅で美しいゴールド、
それぞれの表情を本体表面のヘアラインが引き立てます。機能性とデザイン性を兼ね備えた大人の所有欲を満たす上質を極めた１台です。

■ 防水ＩＰＸ５／８・防塵ＩＰ５Ｘに対応しているため、突然の雨や水回りの使用も安心です。日常での利用シーンがますます広がります。

■ 騒音下でも音域ごとに相手の声を強調し聞きやすくする「スーパーはっきりボイス３」、歩行中など、状況を検知して適切な通話音量に自動調整する「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」の搭載により、いつでも快適に通話ができます。

■ ケータイを持ち歩くだけで歩数や消費カロリー量や活動量を計測。いつも持ち歩くケータイで、かんたんに健康管理をサポートします。
また、歩数計情報と連動した待受画面を使えば、手軽に歩数や活動量などを確認できるので便利です。

■ 指定したデータをまとめて非表示にできる「プライバシーモード®」で情報をしっかりガードします。また、ｍｉｃｒｏＳＤにパスワードがかけられるため、万が一の時も、
個人情報をしっかり守ります。また、電車など周囲の目線が気になる時に便利な「プライバシービュー」にも対応しています。

Ｆ-０７Ｆ
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ＳＨ-０７Ｆ

ドコモ ケータイ

持ちやすくて見やすい！
４色が彩る防水スタイリッシュケータイ。

ＷｈｉｔｅＧｒｅｅｎ Ｐｕｒｐｌｅ Ｂｌａｃｋ
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１ 大きな画面でも持ちやすい、約３．３インチ液晶で幅約４９ｍｍのラウンドスリムボディ。

■ 横幅サイズ約４９ｍｍのスリムボディとこだわりのラウンドフォルムで持ちやすい。手にフィットする操作感を実現しました。

■ 横幅サイズはそのままで液晶の表示面積を約２０％アップ
※１

。約３．３インチの大きなディスプレイを搭載し、持ち易さはそのままで文字や画像もより大きく見やすく
快適になりました。

■ 画面サイズもメニュー表示の文字サイズもより見やすい大きさに。ひと目でわかる「くっきりメニュー」で見やすさを大幅にアップしました。

※１ 当社従来機種２０１２年冬モデルＳＨ－０３Ｅとの比較。

２ 美しく上質感のあるアルミパネルと押しやすくて使いやすいボタンを搭載。

３ 海外利用やおサイフケータイ、親子モードに防水機能など、便利であんしん機能が充実。

■ 美しい光沢感や上質感を楽しめるアルミパネルを用いたデザイン。４色から選べる多彩なカラーリング。ダイヤカット加工により、アルミ素材が本来持つ質感を
引き出したデザイン。

■ 折りたたんだ状態から指を滑り込ませやすい形状で、片手でも素早く簡単に開くことが出来ます。文字入力ボタンはふくらみを持たせた立体キーで押しやすくて
使いやすい「アークリッジキー」を搭載。簡単でスピーディーな文字入力をサポートします。

■ 入力キーの文字フォントと表示を、従来と比べてより見やすくした「くっきり操作キー」で快適操作を実現します。

■ 便利であんしんな機能を、サクサク快適に使える操作を実現するＣＰＵ「ＡＧ５」搭載。省エネ制御技術とｅｃｏモードで長時間快適に使えます。

■ 海外出張や旅行でも使えるＧＳＭにも対応。もちろんおサイフケータイ、防水・防塵
※２

、ワンセグなどの便利な機能も満載。多彩なシーンで快適に使えます。

■ 「親子モード」を使うと、インターネットブラウザの利用制限が出来たり、いざという時に心強い「防犯ブザー」機能を使えたりと、お子さまに持たせてもあんしんです。
「防犯ブザー」は、サイドキーを押すだけで起動し、緊急連絡先（ 大３件まで登録可能）に自動で音声発信します。

※２ ＩＰＸ５／７、ＩＰ５Ｘ

ＳＨ-０７Ｆ
ドコモ ケータイ
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その他
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Ｂｌａｃｋ

Ｌ-０３Ｆ

その他

Ｘｉ １５０Ｍｂｐｓ、クアッドバンド対応の
ＵＳＢデータカード。
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１ Ｘｉ １５０Ｍｂｐｓ、クアッドバンド対応の超高速通信の実現！

■ 受信時 大１５０Ｍｂｐｓ
※１

、送信時 大５０ＭｂｐｓのＸｉ超高速通信に対応。クアッドバンド対応
※２

により、広く、速く、快適なLTEネットワークでのデータ通信が
お楽しみいただけます。

※１ 対応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。通信速度は、送受信時の技術規格上の 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。

※２ ＬＴＥ ８００ＭＨｚ/１．５ＧＨｚ/１．７ＧＨｚ/２．1ＧＨｚ

２ ＬＴＥローミング対応で、海外でもより便利に！

３ 回転式ＵＳＢコネクタで使いやすいデザイン、ゼロインストール対応！

■ 従来の３Ｇ・ＧＳＭのみのローミングではなく、新たにＬＴＥローミングに対応し、海外でのご利用がより便利になりました！

■ 回転式ＵＳＢコネクタの採用により、他のＵＳＢポートをふさぐことなく接続できます。また、ＵＳＢコネクタ部をコンパクトに収納することができ、持ち運びにも便利です。

■ パソコンに接続すると、かんたんにセットアップができ、らくらくインターネット。
※３

Ｌ－０３Ｆ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｒ（接続ソフト）は表示言語を日本語・英語から選択可能。また、接続ソフトの画面上で接続状態・電波状態などが直感的にわかります。
Ｗｉｎｄｏｗｓ®、Ｍａｃそれぞれの日本語版ＯＳに加えて、英語版ＯＳにも対応しています。

※３ インストール画面の自動起動はＷｉｎｄｏｗｓ® ＯＳのみ対応。Ｗｉｎｄｏｗｓ® ＯＳであっても、パソコンによっては利用できない場合があります。

Ｌ-０３Ｆその他
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＜Ｘｉについて＞
※受信時 大１５０Ｍｂｐｓは、東名阪の一部地区に限ります。
※受信時 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。
※対応エリア、対応機種の詳細は、ドコモのホ－ムペ－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 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－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－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－トフォン向け放送サ－ビスです。
※視聴には月額４００円（税抜）のサ－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－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。
※一部録画できない番組があります。

＜防水について＞
※ご使用の際はリアカバ－やキャップ（外部接続端子カバ－）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 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。

＜お風呂での使用について＞
※本機はメーカー独自の試験基準に基づき高湿度条件化（浴室など）で利用できることを確認しておりますが、次の点に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。

＜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携帯電話を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。
※ＩＰ６Ｘとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃が侵入しない機能を有することを

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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