
 

主なスペック一覧表 

 

 
ドコモ スマートフォン 

Ｘｐｅｒｉａ™ ＸＺｓ ＳＯ－０３Ｊ ａｒｒｏｗｓ Ｂｅ Ｆ－０５Ｊ Ｇａｌａｘｙ Ｓ８ ＳＣ－０２Ｊ 

サイズ（高さ×幅×厚さ） 
約１４６ｍｍ×約７２ｍｍ 

×約８．１ｍｍ 

約１４４ｍｍ×約７２ｍｍ 

×約７．８ｍｍ 

約１４９ｍｍ×約６８ｍｍ 

×約８ｍｍ 

質量 約１６１ｇ 約１４１ｇ 約１５０ｇ 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ™ ７．１ Ａｎｄｒｏｉｄ ７．１ Ａｎｄｒｏｉｄ ７．０ 

ディスプレイ 

（サイズ、ディスプレイ方式、発色数） 

約５．２インチ 

ＴＦＴ（トリルミナス® ディスプレイ 

ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ） 

約１６７７万色 

約５．０インチ 

ＴＦＴ（ＩＰＳ） 

約１６７７万色 

約５．８インチ 

有機ＥＬ（Ｓｕｐｅｒ ＡＭＯＬＥＤ） 

約１６７７万色 

ディスプレイ解像度（横×縦） 
フルＨＤ 

（１０８０×１９２０） 

ＨＤ 

（７２０×１２８０） 

ＱＨＤ＋ 

（１４４０×２９６０） 

ＣＰＵ 

Ｑｕａｌｃｏｍｍ ＭＳＭ８９９６ 

２．２ＧＨｚ＋１．６ＧＨｚ 

クアッドコア 

ＭＳＭ８９１６ 

１．２ＧＨｚ 

クアッドコア 

Ｑｕａｌｃｏｍｍ ＭＳＭ８９９８ 

２．３５ＧＨｚ＋１．９ＧＨｚ 

オクタコア 

内蔵メモリ（ＲＡＭ／ＲＯＭ） ４ＧＢ／３２ＧＢ ２ＧＢ／１６ＧＢ ４ＧＢ／６４ＧＢ 

外部メモリ（最大対応容量） ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（２５６ＧＢ） ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（２５６ＧＢ） ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（２５６ＧＢ） 

バッテリー容量 ２９００ｍＡｈ ２５８０ｍＡｈ ３０００ｍＡｈ 

防水機能／防塵（ぼうじん）機能 
○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ６Ｘ） 

○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ６Ｘ） 

○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ６Ｘ） 

ＶｏＬＴＥ／ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋） ○／○ ○／－ ○／○ 

連続待受時間（静止時［自動］） 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ） 

約５９０時間／約６５０時間 

／約４８０時間 

約６４０時間／約７８０時間 

／約６３０時間 

約３４０時間／約３１０時間 

／約２７０時間 

連続通話時間 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ） 

約１２２０分／約８５０分 

／約７４０分 

約５３０分／約６６０分 

／約６００分 

約１２５０分／約１０７０分／ 

約７００分 

電池持ち時間※１ 約９５時間 約１０５時間 約１１５時間 

受信時最大速度／送信時最大速度※２ ５００Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ １５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ ５００Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®（対応バージョン） ○（４．２） ○（４．１） ○（５．０） 

アウトカメラ 

（有効画素数、Ｆ値） 

Ｍｏｔｉｏｎ Ｅｙｅ™カメラシステム 

約１９２０万 

２．０ 

約１３１０万 

２．０ 

デュアルピクセル約１２２０万 

１．７ 

インカメラ 

（有効画素数、Ｆ値） 

約１３２０万 

２．０ 

約５００万 

２．４ 

約８００万 

１．７ 

ワンセグ／フルセグ ○／○※３ ○※４／－ ○／○※３ 

生体認証 指紋認証 － 虹彩認証、指紋認証、顔認証 

スグ電 ○ ○※５ ○ 

非常用節電機能 ○（緊急省電力モード） ○（非常用節電モード） ○（緊急時長持ちモード） 

ハイレゾ※６ ○ － ○ 

ＨＤＲ動画再生対応 － － ○ 

ＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

充電端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ※７ ＵＳＢ Ｍｉｃｒｏ－Ｂ ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ※７ 

カラー 

Ｉｃｅ Ｂｌｕｅ 

Ｗａｒｍ Ｓｉｌｖｅｒ 

Ｂｌａｃｋ 

Ｃｉｔｒｕｓ 

Ｒｅｄ 

Ｂｌａｃｋ 

Ｗｈｉｔｅ 

Ｍｉｄｎｉｇｈｔ Ｂｌａｃｋ 

Ｏｒｃｈｉｄ Ｇｒａｙ 

Ｃｏｒａｌ Ｂｌｕｅ 

製造メーカー 
ソニーモバイル 

コミュニケーションズ株式会社 

富士通コネクテッド 

テクノロジーズ株式会社 
サムスン電子株式会社 

 

 

 

 

 

別紙５ 



 

 

ドコモ スマートフォン 

Ｇａｌａｘｙ Ｓ８＋ ＳＣ－０３Ｊ Ｇａｌａｘｙ Ｆｅｅｌ ＳＣ－０４Ｊ 
Ｘｐｅｒｉａ™ ＸＺ Ｐｒｅｍｉｕｍ 

ＳＯ－０４Ｊ 

サイズ（高さ×幅×厚さ） 
約１６０ｍｍ×約７３ｍｍ 

×約８．１ｍｍ 

約１３８ｍｍ×約６７ｍｍ 

×約８．３ｍｍ 

約１５６ｍｍ×約７７ｍｍ 

×約７．９ｍｍ 

質量 約１７３ｇ 約１４９ｇ 約１９１ｇ 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ ７．０ Ａｎｄｒｏｉｄ ７．０ Ａｎｄｒｏｉｄ ７．１ 

ディスプレイ 

（サイズ、ディスプレイ方式、発色数） 

約６．２インチ 

有機ＥＬ（Ｓｕｐｅｒ ＡＭＯＬＥＤ） 

約１６７７万色 

約４．７インチ 

有機ＥＬ（Ｓｕｐｅｒ ＡＭＯＬＥＤ） 

約１６７７万色 

約５．５インチ 

ＴＦＴ（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） ＱＨＤ＋（１４４０×２９６０） ＨＤ（７２０×１２８０） ４Ｋ（２１６０×３８４０） 

ＣＰＵ 

Ｑｕａｌｃｏｍｍ ＭＳＭ８９９８ 

２．３５ＧＨｚ＋１．９ＧＨｚ 

オクタコア 

Ｅｘｙｎｏｓ７８７０ 

１．６ＧＨｚ 

オクタコア 

Ｑｕａｌｃｏｍｍ ＭＳＭ８９９８ 

２．４５ＧＨｚ＋１．９ＧＨｚ 

オクタコア 

内蔵メモリ（ＲＡＭ／ＲＯＭ） ４ＧＢ／６４ＧＢ ３ＧＢ／３２ＧＢ ４ＧＢ／６４ＧＢ 

外部メモリ（最大対応容量） ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（２５６ＧＢ） ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（２５６ＧＢ） ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（２５６ＧＢ） 

バッテリー容量 ３５００ｍＡｈ ３０００ｍＡｈ ３２３０ｍＡｈ 

防水機能／防塵（ぼうじん）機能 
○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ６Ｘ） 

○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ６Ｘ） 

○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ６Ｘ） 

ＶｏＬＴＥ／ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋） ○／○ ○／― ○／○ 

連続待受時間（静止時［自動］） 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ） 

約３９０時間／約３７０時間 

／約３２０時間 

約５００時間／約５２０時間 

／約４３０時間 

約４６０時間／約５００時間 

／約３５０時間 

連続通話時間 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ） 

約１４３０分／約１２６０分 

／約７８０分 
約１１８０分／約８９０分／約５５０分 

約１１４０分／約１１５０分 

／約７４０分 

電池持ち時間※１ 約１３５時間 約１７０時間 約１０５時間 

受信時最大速度／送信時最大速度※２ ７８８Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ ２６２．５Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ ７８８Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（対応バージョン） ○（５．０） ○（４．２） ○（５．０） 

アウトカメラ 

（有効画素数、Ｆ値） 

デュアルピクセル約１２２０万 

１．７ 

約１６００万 

１．９ 

Ｍｏｔｉｏｎ Ｅｙｅ™カメラシステム 

約１９２０万 

２．０ 

インカメラ 

（有効画素数、Ｆ値） 

約８００万 

１．７ 

約５００万 

１．９ 

約１３２０万 

２．０ 

ワンセグ／フルセグ ○／○※３ ○／― ○／○※３ 

生体認証 虹彩認証、指紋認証、顔認証 指紋認証 指紋認証 

スグ電 ○ ○ ○ 

非常用節電機能 ○（緊急時長持ちモード） ○（緊急時長持ちモード） ○（緊急省電力モード） 

ハイレゾ※６ ○ ○ ○ 

ＨＤＲ動画再生対応 ○ － ○ 

ＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

充電端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ※７ ＵＳＢ Ｍｉｃｒｏ－Ｂ ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ※７ 

カラー 
Ｍｉｄｎｉｇｈｔ Ｂｌａｃｋ 

Ａｒｃｔｉｃ Ｓｉｌｖｅｒ 

Ｏｐａｌ Ｐｉｎｋ 

Ｉｎｄｉｇｏ Ｂｌａｃｋ 

Ｍｏｏｎ Ｗｈｉｔｅ 

Ｄｅｅｐｓｅａ Ｂｌａｃｋ 

Ｌｕｍｉｎｏｕｓ Ｃｈｒｏｍｅ 

製造メーカー サムスン電子株式会社 サムスン電子株式会社 
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 ドコモ タブレット 

ＡＱＵＯＳ Ｒ ＳＨ－０３Ｊ ｄｔａｂ Ｃｏｍｐａｃｔ ｄ－０１Ｊ 

サイズ（高さ×幅×厚さ） 
約１５３ｍｍ×約７４ｍｍ 

×約８．７ｍｍ 

約２１６ｍｍ×約１２４ｍｍ 

×約７．３ｍｍ 

質量 約１６９ｇ 約３２５ｇ 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ ７．１ Ａｎｄｒｏｉｄ ６．０※８ 

ディスプレイ 

（サイズ、ディスプレイ方式、発色数） 

約５．３インチ 

ＴＦＴ（ＩＧＺＯ） 

約１６７７万色 

約８．４インチ 

ＴＦＴ 

約１６７７万色 

ディスプレイ解像度（横×縦） ＷＱＨＤ（１４４０×２５６０） ＷＱＸＧＡ（１６００×２５６０） 

ＣＰＵ 

Ｑｕａｌｃｏｍｍ ＭＳＭ８９９８ 

２．２ＧＨｚ＋１．９ＧＨｚ 

オクタコア 

Ｋｉｒｉｎ９５０ 

２．３ＧＨｚ＋１．８ＧＨｚ 

オクタコア 

内蔵メモリ（ＲＡＭ／ＲＯＭ） ４ＧＢ／６４ＧＢ ３ＧＢ／１６ＧＢ 

外部メモリ（最大対応容量） ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（２５６ＧＢ） ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（２５６ＧＢ） 

バッテリー容量 ３１６０ｍＡｈ ４９８０ｍＡｈ 

防水機能／防塵（ぼうじん）機能 
○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ６Ｘ） 
－／－ 

ＶｏＬＴＥ／ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋） ○／○ －／－ 

連続待受時間（静止時［自動］） 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ） 
未定 約７００時間／約８００時間／－ 

連続通話時間 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ） 
未定 

－／－ 

／－ 

電池持ち時間※１ 未定 非公開 

受信時最大速度／送信時最大速度※２ ７８８Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ １５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（対応バージョン） ○（５．０） ○（４．１） 

アウトカメラ 

（有効画素数、Ｆ値） 

約２２６０万 

１．９ 

約８００万 

２．０ 

インカメラ 

（有効画素数、Ｆ値） 

約１６３０万 

２．０ 

約８００万 

２．０ 

ワンセグ／フルセグ ○／○※３ －／－ 

生体認証 指紋認証 指紋認証 

スグ電 ○ － 

非常用節電機能 ○（非常用節電モード） － 

ハイレゾ※６ ○ － 

ＨＤＲ動画再生対応 ○ － 

ＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ドコモｅＳＩＭカード※９ 

充電端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ※７ ＵＳＢ Ｍｉｃｒｏ－Ｂ 

カラー 

Ｚｉｒｃｏｎｉａ Ｗｈｉｔｅ 

Ｍｅｒｃｕｒｙ Ｂｌａｃｋ 

Ｃｒｙｓｔａｌ Ｌａｖｅｎｄｅｒ 

Ｇｏｌｄ 

Ｓｉｌｖｅｒ 

製造メーカー シャープ株式会社 Ｈｕａｗｅｉ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． 

※１ 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。 

※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 ワンセグ・フルセグの視聴には同梱の外付けアンテナが必要です。 

※４ 録画には対応しておりません。 

※５ 一部対応していない機能があります。 

※６ ハイレゾ対応のヘッドセットやスピーカー（別売）が必要です。 

※７ 充電には、「ＡＣアダプタ ０６」（別売）または「ｍｉｃｒｏＵＳＢ変換アダプタ Ｂ ｔｏ Ｃ ０１」（別売）が必要です。 

※８ 今後、Ａｎｄｒｏｉｄ ７．０に対応する予定です。対応時期等の詳細については、決まり次第、ドコモのＨＰでお知らせします。 

※９ お買い上げ時には、あらかじめドコモｅＳＩＭカードが取り付けられています。ドコモｅＳＩＭカードをｅＳＩＭ非対応機種に差し換えて使用  

することはできません。ｅＳＩＭ非対応機種をご利用する場合は、別途ドコモＵＩＭカードの再発行が必要です。再発行手続には別途ドコモ

ＵＩＭカード発行手数料がかかる場合があります。 

＊ 「Ａｎｄｒｏｉｄ」は、Ｇｏｏｇｌｅ Ｉｎｃ．の商標または登録商標です。 

＊ 「トリルミナス」は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。 

＊ 「Ｍｏｔｉｏｎ Ｅｙｅ」は、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。 

＊ 「Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ」は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ ＳＩＧ，ＩＮＣの登録商標で、株式会社ＮＴＴドコモはライセンスを受けて使用しています。 

＊ ＩＧＺＯ液晶ディスプレイは、株式会社半導体エネルギー研究所との共同開発により量産化したものです。 



＜ＬＴＥについて＞ 

・受信時最大７８８Ｍｂｐｓ、５００Ｍｂｐｓ、２６２．５Ｍｂｐｓ、１５０Ｍｂｐｓでの通信は一部地域に限ります。 

・対応エリア、対応機種の詳細は、ドコモのＨＰ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。 

・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（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。 

 
＊ 「ＰＲＥＭＩＵＭ ４Ｇ」「ＦＯＭＡ」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。 
 

 

 


