
別紙４ 

主なスペック一覧表 

 

ドコモ スマートフォン 

ａｒｒｏｗｓ Ｆｉｔ 

Ｆ－０１Ｈ 

Ｘｐｅｒｉａ™ Ｚ５ 

ＳＯ－０１Ｈ 

ＡＱＵＯＳ ＺＥＴＡ 

ＳＨ－０１Ｈ 

寸法（高さ×幅×厚さ：ｍｍ） 約１４１×６９×８．９ 約１４６×７２×７．３ 約１３９×７４×７．９ 

質量（ｇ） 約１４９ 約１５４ 約１５１ 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ ５．１ Ａｎｄｒｏｉｄ ５．１ Ａｎｄｒｏｉｄ ５．１ 

ＣＰＵ 

（チップ名、クロック） 

ＭＳＭ８９１６ 

１．２ＧＨｚ 

クアッドコア 

ＭＳＭ８９９４ 

２ＧＨｚ＋１．５ＧＨｚ 

オクタコア 

ＭＳＭ８９９２ 

１．８ＧＨｚ＋１．４ＧＨｚ 

ヘキサコア 

内蔵メモリ（ＲＯＭ／ＲＡＭ） １６ＧＢ／２ＧＢ ３２ＧＢ／３ＧＢ ３２ＧＢ／３ＧＢ 

外部メモリ 

（最大対応容量） 

ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ 

（１２８ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ 

（２００ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ 

（２００ＧＢ） 

バッテリ－容量 ２３３０ｍＡｈ ２９００ｍＡｈ ３１００ｍＡｈ 

連続待受時間（静止時［自動］） 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ：時間） 
約５４０／約６７０／約５２０ 約４４０／約３５０／約４１０ 約４９０／約５５０／約４３０ 

連続通話時間（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ：分） 約７００／約６３０／約５４０ 約１１６０／約７４０／約６８０ 約１３００／約８４０／約８５０ 

実使用時間（時間）※１ 約７７．７ 約７３．０ 未定 

ディスプレイ 

（サイズ：インチ、方式、発色数） 

約５．０インチ 

有機ＥＬ 

約１６７７万色 

約５．２インチ 

ＴＦＴ液晶 

トリルミナス® ディスプレイ 

ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ 

約１６７７万色 

約５．３インチ 

ＴＦＴ液晶 

ＩＧＺＯ 

約１６７７万色 

ディスプレイ解像度 

（横×縦：ドット） 

ＨＤ 

７２０×１２８０ 

フルＨＤ 

１０８０×１９２０ 

フルＨＤ 

１０８０×１９２０ 

受信時最大／送信時最大※２ １５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ ２２５Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ ３００Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ 

ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＰＲＥＭＩＵＭ ４Ｇ）対応 － ○ ○ 

ＶｏＬＴＥ（◎は海外対応） ◎ ◎ ◎ 

対応 

周波数帯 

国内 

ＬＴＥ 
２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ 

８００ＭＨｚ 

２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ 

８００ＭＨｚ／１．５ＧＨｚ 

７００ＭＨｚ 

２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ 

８００ＭＨｚ／１．５ＧＨｚ 

３Ｇ 
２ＧＨｚ／８００ＭＨｚ 

新８００ＭＨｚ 

２ＧＨｚ／８００ＭＨｚ 

新８００ＭＨｚ 

２ＧＨｚ／８００ＭＨｚ 

新８００ＭＨｚ 

海外 

ＦＤ－ＬＴＥ ２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ 
２．５ＧＨｚ／２ＧＨｚ 

１．７ＧＨｚ／７００ＭＨｚ 
２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ 

ＴＤ－ＬＴＥ － ２．６ＧＨｚ／１．９ＧＨｚ － 

３Ｇ ２ＧＨｚ／８５０ＭＨｚ ２ＧＨｚ／８５０ＭＨｚ ２ＧＨｚ／８５０ＭＨｚ 

ＧＳＭ 
８５０ＭＨｚ／９００ＭＨｚ 

１．８ＧＨｚ／１．９ＧＨｚ 

８５０ＭＨｚ／９００ＭＨｚ 

１．８ＧＨｚ／１．９ＧＨｚ 

８５０ＭＨｚ／９００ＭＨｚ 

１．８ＧＨｚ／１．９ＧＨｚ 

ＦＯＭＡ®ハイスピ－ド（ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡ） １４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ １４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ １４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ 

外側カメラ機能 

（撮像素子種類、有効画素数／記録画素数） 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約８１０万／約８００万 

裏面照射積層型ＣＭＯＳ 

約２３００万／約２２９０万 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約１３１０万／約１２８０万 

内側カメラ機能 

（撮像素子種類、有効画素数／記録画素数） 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約２４０万／約２１０万 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約５１０万／約５００万 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約８００万／約８００万 

防水／防塵 
○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ６Ｘ） 

○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ６Ｘ） 

○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ５Ｘ） 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ ○（４．１） ○（４．１） ○（４．１） 

ワンセグ／フルセグ（◎は録画対応） －／－ ◎／◎ ◎／◎ 

ハイレゾオーディオ対応 － ○ ○ 

ＬＴＥ－Ａ／Ｗｉ－Ｆｉ同時接続による 

高速ダウンロード 
－ － ○ 

生体認証 指紋認証 指紋認証 指紋認証 

ＵＩＭカード ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

色 

ａｋａ 

ｋｕｒｏ 

ｓｈｉｒｏ 

ｍｉｄｏｒｉ 

Ｗｈｉｔｅ 

Ｇｒａｐｈｉｔｅ Ｂｌａｃｋ 

Ｇｏｌｄ 

Ｇｒｅｅｎ 

Ｂｌｕｅ 

Ｂｌａｃｋ 

Ｍａｇｅｎｔａ 

製造メーカー 富士通株式会社 
ソニーモバイル 

コミュニケーションズ株式会社 シャープ株式会社 



 
 

 

ドコモ スマートフォン 

Ｇａｌａｘｙ Ａｃｔｉｖｅ ｎｅｏ 

ＳＣ－０１Ｈ 

Ｘｐｅｒｉａ™ Ｚ５ Ｃｏｍｐａｃｔ 

ＳＯ－０２Ｈ 

Ｘｐｅｒｉａ™ Ｚ５ Ｐｒｅｍｉｕｍ 

ＳＯ－０３Ｈ 

寸法（高さ×幅×厚さ：ｍｍ） 約１３３×７０×１０．１ 約１２７×６５×８．９ 約１５４×７６×７．８ 

質量（ｇ） 約１５４ 約１３８ 約１８１ 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ ５．１ Ａｎｄｒｏｉｄ ５．１ Ａｎｄｒｏｉｄ ５．１ 

ＣＰＵ 

（チップ名、クロック） 

ＭＳＭ８９１６ 

１．２ＧＨｚ クアッドコア 

ＭＳＭ８９９４ 

２ＧＨｚ＋１．５ＧＨｚ 

オクタコア 

ＭＳＭ８９９４ 

２ＧＨｚ＋１．５ＧＨｚ 

オクタコア 

内蔵メモリ（ＲＯＭ／ＲＡＭ） １６ＧＢ／２ＧＢ ３２ＧＢ／２ＧＢ ３２ＧＢ／３ＧＢ 

外部メモリ 

（最大対応容量） 

ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ 

（１２８ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ 

（２００ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＨＣ 

（２００ＧＢ） 

バッテリ－容量 ２２００ｍＡｈ ２７００ｍＡｈ ３４３０ｍＡｈ 

連続待受時間（静止時［自動］） 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ：時間） 
約４９０／約５８０／約４９０ 約４００／約４３０／約３６０ 約４９０／約５１０／約４９０ 

連続通話時間（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ：分） 約７４０／約７３０／約６２０ 約１０８０／約７００／約６４０ 約１３３０／約８６０／約８００ 

実使用時間（時間） 未定 未定 未定 

ディスプレイ 

（サイズ：インチ、方式、発色数） 

約４．５インチ 

ＴＦＴ液晶 

約１６７７万色 

約４．６インチ 

ＴＦＴ液晶 

トリルミナス ディスプレイ 

ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ 

約１６７７万色 

約５．５インチ 

ＴＦＴ液晶 

トリルミナス ディスプレイ 

ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ 

約１６７７万色 

ディスプレイ解像度 

（横×縦：ドット） 

ＷＶＧＡ 

４８０×８００ 

ＨＤ 

７２０×１２８０ 

４Ｋ 

２１６０×３８４０ 

受信時最大／送信時最大 １５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ ２２５Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ ２２５Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ 

ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＰＲＥＭＩＵＭ ４Ｇ）対応 － ○ ○ 

ＶｏＬＴＥ（◎は海外対応） ◎ ◎ ◎ 

対応 

周波数帯 

国内 

ＬＴＥ 
２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ 

８００ＭＨｚ 

２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ 

８００ＭＨｚ／１．５ＧＨｚ 

７００ＭＨｚ 

２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ 

８００ＭＨｚ／１．５ＧＨｚ 

７００ＭＨｚ 

３Ｇ 
２ＧＨｚ／８００ＭＨｚ 

新８００ＭＨｚ 

２ＧＨｚ／８００ＭＨｚ 

新８００ＭＨｚ 

２ＧＨｚ／８００ＭＨｚ 

新８００ＭＨｚ 

海外 

ＦＤ－ＬＴＥ ２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ 
２．５ＧＨｚ／２ＧＨｚ 

１．７ＧＨｚ／７００ＭＨｚ 

２．５ＧＨｚ／２ＧＨｚ 

１．７ＧＨｚ／７００ＭＨｚ 

ＴＤ－ＬＴＥ － ２．６ＧＨｚ／１．９ＧＨｚ ２．６ＧＨｚ／１．９ＧＨｚ 

３Ｇ ２ＧＨｚ／８５０ＭＨｚ ２ＧＨｚ／８５０ＭＨｚ ２ＧＨｚ／８５０ＭＨｚ 

ＧＳＭ 
８５０ＭＨｚ／９００ＭＨｚ 

１．８ＧＨｚ／１．９ＧＨｚ 

８５０ＭＨｚ／９００ＭＨｚ 

１．８ＧＨｚ／１．９ＧＨｚ 

８５０ＭＨｚ／９００ＭＨｚ 

１．８ＧＨｚ／１．９ＧＨｚ 

ＦＯＭＡハイスピ－ド（ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡ） １４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ １４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ １４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ 

外側カメラ機能 

（撮像素子種類、有効画素数／記録画素数） 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約８００万／約８００万 

裏面照射積層型ＣＭＯＳ 

約２３００万／約２２９０万 

裏面照射積層型ＣＭＯＳ 

約２３００／約２２９０万 

内側カメラ機能 

（撮像素子種類、有効画素数／記録画素数） 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約２００万／約２００万 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約５１０万／約５００万 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約５１０万／約５００万 

防水／防塵 
○／○ 

（ＩＰＸ５、７／ＩＰ６Ｘ） 

○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ６Ｘ） 

○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ６Ｘ） 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ ○（４．１） ○（４．１） ○（４．１） 

ワンセグ／フルセグ（◎は録画対応） ◎／－ ◎／－ ◎／◎ 

ハイレゾオーディオ対応 － ○ ○ 

ＬＴＥ－Ａ／Ｗｉ－Ｆｉ同時接続による 

高速ダウンロード 
－ － － 

生体認証 － 指紋認証 指紋認証 

ＵＩＭカード ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

色 
Ｃａｍｏ Ｗｈｉｔｅ 

Ｓｏｌｉｄ Ｂｌａｃｋ 

Ｙｅｌｌｏｗ 

Ｇｒａｐｈｉｔｅ Ｂｌａｃｋ 

Ｗｈｉｔｅ 

Ｃｏｒａｌ 

Ｃｈｒｏｍｅ 

Ｂｌａｃｋ 

製造メーカー サムスン電子株式会社 
ソニーモバイル 

コミュニケ－ションズ株式会社 

ソニーモバイル 

コミュニケーションズ株式会社 

  



 

 
 
 
 

 

ドコモ スマートフォン 

ａｒｒｏｗｓ ＮＸ 

Ｆ－０２Ｈ 

ＡＱＵＯＳ Ｃｏｍｐａｃｔ 

ＳＨ－０２Ｈ 

Ｄｉｓｎｅｙ Ｍｏｂｉｌｅ ｏｎ 

ｄｏｃｏｍｏ 

ＤＭ－０１Ｈ 

寸法（高さ×幅×厚さ：ｍｍ） 約１５４×７５×７．９ 約１２６×６６×８．９ 約１２６×６６×８．９ 

質量（ｇ） 約１６７ 未定 未定 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ ５．１ Ａｎｄｒｏｉｄ ５．１ Ａｎｄｒｏｉｄ ５．１ 

ＣＰＵ 

（チップ名、クロック） 

ＭＳＭ８９９２ 

１．８ＧＨｚ＋１．４ＧＨｚ 

ヘキサコア 

ＭＳＭ８９９２ 

１．８ＧＨｚ＋１．４ＧＨｚ 

ヘキサコア 

ＭＳＭ８９９２ 

１．８ＧＨｚ＋１．４ＧＨｚ 

ヘキサコア 

内蔵メモリ（ＲＯＭ／ＲＡＭ） ３２ＧＢ／３ＧＢ １６ＧＢ／３ＧＢ １６ＧＢ／３ＧＢ 

外部メモリ 

（最大対応容量） 

ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ 

（２００ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ 

（２００ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ 

（２００ＧＢ） 

バッテリ－容量 ３３９０ｍＡｈ ２８１０ｍＡｈ ２８１０ｍＡｈ 

連続待受時間（静止時［自動］） 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ：時間） 
未定 未定 未定 

連続通話時間（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ：分） 未定 未定 未定 

実使用時間（時間） 未定 未定 未定 

ディスプレイ 

（サイズ：インチ、方式、発色数） 

約５．４インチ 

ＴＦＴ液晶 

ＩＰＳ－ＮＥＯ 

約１６７７万色 

約４．７インチ 

ＴＦＴ液晶 

ＩＧＺＯ 

約１６７７万色 

約４．７インチ 

ＴＦＴ液晶 

ＩＧＺＯ 

約１６７７万色 

ディスプレイ解像度 

（横×縦：ドット） 

ＷＱＨＤ 

１４４０×２５６０ 

フルＨＤ 

１０８０×１９２０ 

フルＨＤ 

１０８０×１９２０ 

受信時最大／送信時最大 ２２５Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ １５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ １５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ 

ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＰＲＥＭＩＵＭ ４Ｇ）対応 ○ － － 

ＶｏＬＴＥ（◎は海外対応） ◎ ◎ ◎ 

対応 

周波数帯 

国内 

ＬＴＥ 
２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ 

８００ＭＨｚ／１．５ＧＨｚ 

２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ 

８００ＭＨＺ 

２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ 

８００ＭＨｚ 

３Ｇ 
２ＧＨｚ／８００ＭＨｚ 

新８００ＭＨｚ 

２ＧＨｚ／８００ＭＨｚ 

新８００ＭＨｚ 

２ＧＨｚ／８００ＭＨｚ 

新８００ＭＨｚ 

海外 

ＦＤ－ＬＴＥ ２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ ２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ ２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ 

ＴＤ－ＬＴＥ － － － 

３Ｇ ２ＧＨｚ／８５０ＭＨｚ ２ＧＨｚ／８５０ＭＨｚ ２ＧＨｚ／８５０ＭＨｚ 

ＧＳＭ 
８５０ＭＨｚ／９００ＭＨｚ 

１．８ＧＨｚ／１．９ＧＨｚ 

８５０ＭＨｚ／９００ＭＨｚ 

１．８ＧＨｚ／１．９ＧＨｚ 

８５０ＭＨｚ／９００ＭＨｚ 

１．８ＧＨｚ／１．９ＧＨｚ 

ＦＯＭＡハイスピ－ド（ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡ） １４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ １４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ １４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ 

外側カメラ機能 

（撮像素子種類、有効画素数／記録画素数） 

裏面照射積層型ＣＭＯＳ 

約２１５０万／約２０７０万 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約１３１０万／約１２８０万 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約１３１０万／約１２８０万 

内側カメラ機能 

（撮像素子種類、有効画素数／記録画素数） 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約２４０万／約２１０万 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約５００万／約５００万 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約５００万／約５００万 

防水／防塵 
○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ６Ｘ） 

○／○ 

（ＩＰＸ５、７／ＩＰ６Ｘ） 

○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ６Ｘ） 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ ○（４．１） ○（４．１） ○（４．１） 

ワンセグ／フルセグ（◎は録画対応） ◎／◎ ◎／－ ◎／－ 

ハイレゾオーディオ対応 ○ ○ ○ 

ＬＴＥ－Ａ／Ｗｉ－Ｆｉ同時接続による 

高速ダウンロード 
○ ○ ○ 

生体認証 虹彩認証 － － 

ＵＩＭカード ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

色 

Ｉｒｉｓ Ｇｒｅｅｎ 

Ｂｌａｃｋ 

Ｗｈｉｔｅ 

Ｙｅｌｌｏｗ×Ｓｉｌｖｅｒ 

Ｂｌｕｅ×Ｂｌａｃｋ 

Ｓｐａｒｋｌｅ Ｐｉｎｋ 

Ｓｐａｒｋｌｅ Ｂｌｕｅ 

製造メーカー 富士通株式会社 シャープ株式会社 シャープ株式会社 



 

その他スマートフォン ドコモ タブレット 

Ｎｅｘｕｓ ５Ｘ 
ｄｔａｂ 

ｄ－０１Ｈ 

寸法（高さ×幅×厚さ：ｍｍ） 約１４７×７３×７．９ 約１７３×２４０×７．５ 

質量（ｇ） 約１３６ 未定 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ ６．０ Ａｎｄｒｏｉｄ ５．１ 

ＣＰＵ 

（チップ名、クロック） 

ＭＳＭ８９９２ 

１．８ＧＨｚ＋１．２ＧＨｚ ヘキサコア 

Ｈｉｓｉｌｉｃｏｎ Ｋｉｒｉｎ ９３０ 

２．０ＧＨｚ＋１．５ＧＨｚ クアッドコア 

内蔵メモリ（ＲＯＭ／ＲＡＭ） ３２ＧＢ／２ＧＢ １６ＧＢ／２ＧＢ 

外部メモリ 

（最大対応容量） 
－ 

ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ 

（１２８ＧＢ） 

バッテリ－容量 ２７００ｍＡｈ 未定 

連続待受時間（静止時［自動］） 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ：時間） 
未定 未定 

連続通話時間（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ：分） 未定 未定 

実使用時間（時間） 未定 未定 

ディスプレイ 

（サイズ：インチ、方式、発色数） 

約５．２インチ 

ＴＦＴ液晶 

約１０．１インチ 

ＴＦＴ液晶 

約１６７７万色 

ディスプレイ解像度 

（横×縦：ドット） 

フルＨＤ 

１９２０×１０８０ 

ＷＵＸＧＡ 

１９２０×１２００ 

受信時最大／送信時最大 ２６２．５Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ １５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ 

ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＰＲＥＭＩＵＭ ４Ｇ）対応 ○ － 

ＶｏＬＴＥ（◎は海外対応） ○※３ － 

対応 

周波数帯 

国内 
ＬＴＥ ２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ／８００ＭＨｚ ２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ／８００ＭＨｚ 

３Ｇ ２ＧＨｚ／８００ＭＨｚ／新８００ＭＨｚ ２ＧＨｚ／８００ＭＨｚ／新８００ＭＨｚ 

海外 

ＦＤ－ＬＴＥ 

２．５ＧＨｚ／２ＧＨｚ／１．９ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ 

１．７ＧＨｚ・２．１ＧＨｚ／９００ＭＨｚ／８５０ＭＨｚ

８００ＭＨｚ／７００ＭＨｚ 

－ 

ＴＤ－ＬＴＥ 
２．６ＧＨｚ／２．３－２．４ＧＨｚ 

２．５－２．７ＧＨｚ 
－ 

３Ｇ 
２ＧＨｚ／１．９GHｚ／１．７ＧＨｚ・２．１ＧＨｚ 

９００ＭＨｚ／８５０ＭＨｚ 
－ 

ＧＳＭ 
８５０ＭＨｚ／９００ＭＨｚ 

１．８ＧＨｚ／１．９ＧＨｚ 
－ 

ＦＯＭＡハイスピ－ド（ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡ） １４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ １４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ 

外側カメラ機能 

（撮像素子種類、有効画素数／記録画素数） 

ＣＭＯＳ 

約１２３５万／約１２３０万 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約１３００万／約１３００万 

内側カメラ機能 

（撮像素子種類、有効画素数／記録画素数） 

ＣＭＯＳ 

約５００万／約５００万 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約５００万／約５００万 

防水／防塵 －／－ －／－ 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ ○（４．２） ○（４．０） 

ワンセグ／フルセグ（◎は録画対応） －／－ ○／○ 

ハイレゾオーディオ対応 － － 

ＬＴＥ－Ａ／Ｗｉ－Ｆｉ同時接続による 

高速ダウンロード 
未定 － 

生体認証 指紋認証※４ － 

ＵＩＭカード ｎａｎｏＵＩＭ ｍｉｎｉＵＩＭ 

色 
Ｑｕａｒｔｚ 

Ｃａｒｂｏｎ 
Ｓｉｌｖｅｒ 

製造メ－カ－ ＬＧ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｊａｐａｎ株式会社 Ｈｕａｗｅｉ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ. 

 

 

  



 

 

ドコモ ケータイ 

Ｐ－０１Ｈ 

寸法（高さ×幅×厚さ：ｍｍ） 約１１２×５１×１５．３ 

質量（ｇ） 約１２３ 

バッテリ－容量 １０００ｍＡｈ 

連続待受時間（静止時［自動］） 

（３Ｇ／ＧＳＭ：時間） 
７５０／－ 

連続通話時間（３Ｇ／ＧＳＭ：分） ２５０／－ 

メインディスプレイ 

（サイズ：インチ、方式、発色数） 

約３．４インチ 

ＴＦＴ液晶 

約２６万色 

メインディスプレイ解像度 

（横×縦：ドット） 
フルワイドＶＧＡ 

サブディスプレイ 

（サイズ：インチ、方式、発色数） 

約０．９インチ 

有機ＥＬ 

１色 

外部メモリ 

（最大対応容量） 

ｍｉｃｒｏＳＤＨＣ 

（３２ＧＢ） 

ＬＴＥ － 

ＦＯＭＡハイスピ－ド（ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡ） ７．２Ｍｂｐｓ／２．０Ｍｂｐｓ 

外側カメラ機能 

（撮像素子種類、 

有効画素数／記録画素数） 

表面照射型ＣＭＯＳ 

約５１０万／約４９０万 

内側カメラ機能 － 

ＧＰＳ／オートＧＰＳ（◎は海外対応） －／－ 

赤外線通信 ○ 

防水／防塵 
○／○ 

（ＩＰＸ５、７／ＩＰ５Ｘ） 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ ○（２．０＋ＥＤＲ） 

ワンセグ／フルセグ（◎は録画対応） ◎／－ 

ＵＩＭカード ｍｉｎｉＵＩＭ 

色 ゴールド、ダークメタル、ホワイト、レッド 

製造メ－カ－ パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社 

 

 
データ通信製品 

Ｗｉ－Ｆｉ ＳＴＡＴＩＯＮ Ｎ－０１Ｈ 
寸法（高さ×幅×厚さ：ｍｍ） 約６３×１１５×１１ 

質量（ｇ） 未定 

通信方式 

（ネットワー

ク側） 

【ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＰＲＥＭＩＵＭ ４Ｇ）】 受信時最大３００Ｍｂｐｓ／送信時最大５０Ｍｂｐｓ 

【ＦＯＭＡハイスピード】 受信時最大１４Ｍｂｐｓ／送信時最大５．７Ｍｂｐｓ 

【無線ＬＡＮ】 
ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ／ｎ 

（２．４ＧＨｚ） 

【有線ＬＡＮ】 １０００Ｂａｓｅ－Ｔ／１００Ｂａｓｅ－ＴＸ 

通信方式 

（端末側） 

【無線ＬＡＮ】 
ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ／ａｃ 

（２．４／５ＧＨｚ） 

【有線ＬＡＮ】 １０００Ｂａｓｅ－Ｔ／１００Ｂａｓｅ－ＴＸ 

インターフェイス ｍｉｃｒｏＵＳＢ 

同時接続台数 
１６台 

（Ｗｉ－Ｆｉ：１０台／ＵＳＢ：１台／Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ－ＰＡＮ：５台を併用） 

連続待受時間（ＬＴＥ／３Ｇ）（時間） 未定 

連続通信時間（ＬＴＥ／３Ｇ）（時間） 未定 

色 Ｗｈｉｔｅ 

製造メーカー 日本電気株式会社  

 

  



 

※１ スマートフォン１日の使用時間目安約１８７分 (ブラウザなど約５９分、メールや電話約４０分、ゲームや動画＆音楽約５４分、その他約３４分の合計時間  

インテージ社調査データより) を当社基準の電池消費量の算出方法において計測した電池の持ち時間の事です。お客さまのご利用環境や通信環境により、

使用可能時間は異なります。詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。 

※２ 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－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。 

※３ ビデオコールは非対応です。 

※４ 生体認証を利用しての「ドコモ ケータイ払い」および「ｄｏｃｏｍｏ ＩＤ」ログインなどには対応しておりません。 

 

＊ 「トリルミナス」はソニー株式会社の登録商標です。 

＊ 「ＦＯＭＡ」は、株式会社ＮＴＴドコモの商標または登録商標です。 
 
＜ＬＴＥについて＞ 
・受信時最大３００Ｍｂｐｓ、受信時最大２２５Ｍｂｐｓは、一部地区に限ります。 
・受信時最大２６２．５Ｍｂｐｓ、受信時最大１５０Ｍｂｐｓは、東名阪の一部地区に限ります。 
・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－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。 
・ＰＲＥＭＩＵＭ ４Ｇエリア内でも、電波状況によりＬＴＥ通信またはＦＯＭＡ通信となる場合があります。 
 
＜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。 
 
＜防水対応キャップレスＵＳＢについて＞ 
・端末またはＡＣアダプタが濡れている状態では、ｍｉｃｒｏＵＳＢを絶対に接続しないでください。 
 
＜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（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、取り出したとき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。 

 
 


