
 
 

主なスペック一覧表 

機種名 
Ｘｐｅｒｉａ １ 

ＳＯ－０３Ｌ 

Ｇａｌａｘｙ Ｓ１０ 

ＳＣ－０３Ｌ 

Ｇａｌａｘｙ Ｓ１０＋ 

ＳＣ－０４Ｌ 

本体 

サイズ※１［高さ×幅×厚さ／㎜］ 約１６７×７２×８．２ 約１５０×７０×７．８ 約１５８×７４×７．８ 

ＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

質量［ｇ］（電池含む） 約１７８ｇ 約１５８ｇ 約１７５ｇ 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ™ ９ Ａｎｄｒｏｉｄ™ ９ Ａｎｄｒｏｉｄ™ ９ 

ＣＰＵ 

Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ８５５ Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ８５５ Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ８５５ 

２．８ＧＨｚ＋１．７ＧＨｚ ２．８ＧＨｚ＋１．７ＧＨｚ ２．８ＧＨｚ＋１．７ＧＨｚ 

オクタコア オクタコア オクタコア 

内蔵メモリ※２（ＲＡＭ／ＲＯＭ） ６ＧＢ／６４ＧＢ ８ＧＢ／１２８ＧＢ ８ＧＢ／１２８ＧＢ 

外部メモリ（最大対応容量）※３ ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（５１２ＧＢ） ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（５１２ＧＢ） ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（５１２ＧＢ） 

ディスプレイ 

ディスプレイ 約６．５インチ／有機ＥＬ 
約６．１インチ／有機ＥＬ 

（Ｄｙｎａｍｉｃ ＡＭＯＬＥＤ） 

約６．４インチ／有機ＥＬ 

（Ｄｙｎａｍｉｃ ＡＭＯＬＥＤ） 

ディスプレイ解像度（横×縦） 
４Ｋ Ｑｕａｄ ＨＤ＋ Ｑｕａｄ ＨＤ＋ 

１６４４×３８４０ １４４０×３０４０ １４４０×３０４０ 

ＨＤＲ 〇 〇 〇 

カメラ 有効画素数／Ｆ値 

アウト 

・約１２２０万／１．６ 

・約１２２０万／２．４ 

・約１２２０万／２．４ 

・約１２００万／１．５⇔２．４ 

          （自動切換） 

・約１６００万／２．２ 

・約１２００万／２．４ 

・約１２００万／１．５⇔２．４ 

          （自動切換） 

・約１６００万／２．２ 

・約１２００万／２．４ 

イン ・約８００万／２．０ ・約１０００万／１．９ 
・約１０００万／１．９ 

・約８００万／２．２ 

電池 
バッテリー容量 

３２００ｍＡｈ ３３００ｍＡｈ ４０００ｍＡｈ 

（内蔵電池） （内蔵電池） （内蔵電池） 

電池持ち時間※４ 約１００時間 約１２０時間 約１４０時間 

通信・通話 

ＬＴＥ通信速度 

（受信時／送信時の最大速度） 
１５７６Ｍｂｐｓ／１３１．３Ｍｂｐｓ １５７６Ｍｂｐｓ／７５Ｍｂｐｓ １５７６Ｍｂｐｓ／７５Ｍｂｐｓ 

ＶｏＬＴＥ／ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋） 〇／〇 〇／〇 〇／〇 

テザリング同時接続数 

［Ｗｉ－Ｆｉ／Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ／ＵＳＢ］ 
１０台／４台／１台 １０台／３台／１台 １０台／３台／１台 

スグ電 〇 － － 

ＷＯＲＬＤＷＩＮＧ 

［対応ネットワーク：ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ］ 
〇／〇／〇 〇／〇／〇 〇／〇／〇 

その他 

防水・防塵 〇／〇 〇／〇 〇／〇 

ワンセグ／フルセグ※５ 〇／〇 〇／〇 〇／〇 

おサイフケータイ 

［Ｆｅｌｉｃａ※６／ＮＦＣ※７（Ｆｅｌｉｃａ搭載）］ 
－／〇 －／〇 －／〇 

生体認証 
〇 〇 〇 

指紋 指紋・顔 指紋・顔 

ハイレゾ 〇 〇 〇 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ 〇（５．０） 〇（５．０） 〇（５．０） 

充電 
接続端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ 

ワイヤレス充電（Ｑｉ） － 〇 〇 

カラー 
Ｐｕｒｐｌｅ 

Ｂｌａｃｋ 

Ｐｒｉｓｍ Ｗｈｉｔｅ 

Ｐｒｉｓｍ Ｂｌａｃｋ 

Ｐｒｉｓｍ Ｂｌｕｅ 

Ｐｒｉｓｍ Ｂｌａｃｋ 

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 
サムスン電子株式会社 サムスン電子株式会社 

※記載された情報は、発売日現在のものです。仕様、機能などの内容は予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 

※各機種の機能について、詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。 

 

 

別紙４ 



主なスペック一覧表 

機種名 
ＡＱＵＯＳ Ｒ３ 

ＳＨ－０４Ｌ 

ＨＵＡＷＥＩ Ｐ３０ Ｐｒｏ 

ＨＷ－０２Ｌ 

本体 

サイズ※１［高さ×幅×厚さ／㎜］ 約１５６×７４×８．９ 約１５８×７３×８．６ 

ＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

質量［ｇ］（電池含む） 約１８５ｇ 約１９２ｇ 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ™ ９ Ａｎｄｒｏｉｄ™ ９ 

ＣＰＵ 

Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ８５５ ＨＵＡＷＥＩ Ｋｉｒｉｎ９８０ 

２．８ＧＨｚ＋１．７ＧＨｚ ２．６ＧＨｚ＋１．９ＧＨｚ＋１．８ＧＨｚ 

オクタコア オクタコア 

内蔵メモリ※２（ＲＡＭ／ＲＯＭ） ６ＧＢ／１２８ＧＢ ６ＧＢ／１２８ＧＢ 

外部メモリ（最大対応容量）※３ ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（５１２ＧＢ） ＮＭカード（２５６ＧＢ） 

ディスプレイ 

ディスプレイ 約６．２インチ／ＴＦＴ（Ｐｒｏ ＩＧＺＯ） 約６．５インチ／有機ＥＬ 

ディスプレイ解像度（横×縦） 
Ｑｕａｄ ＨＤ＋ Ｆｕｌｌ ＨＤ＋ 

１４４０×３１２０ １０８０×２３４０ 

ＨＤＲ 〇 〇 

カメラ 
有効画素数

／Ｆ値 

アウト 
・約１２２０万／１．７ 

・約２０１０万／２．４ 

・約４０００万／１．６ 

・約２０００万／２．２ 

・約８００万／３．４ 

・ＴｏＦカメラ 

イン ・約１６３０万／２．０ ・約３２００万／２．０ 

電池 
バッテリー容量 

３２００ｍＡｈ ４１００ｍＡｈ 

（内蔵電池） （内蔵電池） 

電池持ち時間※４ 約１３５時間 未定 

通信・通話 

ＬＴＥ通信速度 

（受信時／送信時の最大速度） 
１５７６Ｍｂｐｓ／１３１．３Ｍｂｐｓ ９８８Ｍｂｐｓ／７５Ｍｂｐｓ 

ＶｏＬＴＥ／ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋） 〇／〇 〇／〇 

テザリング同時接続数 

［Ｗｉ－Ｆｉ／Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ／ＵＳＢ］ 
１０台／４台／１台 ８台／４台／１台 

スグ電 〇 〇 

ＷＯＲＬＤＷＩＮＧ 

［対応ネットワーク：ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ］ 
〇／〇／〇 〇／〇／〇 

その他 

防水・防塵 〇／〇 〇／〇 

ワンセグ／フルセグ※５ 〇／〇 －／－ 

おサイフケータイ 

［Ｆｅｌｉｃａ※６／ＮＦＣ※７（Ｆｅｌｉｃａ搭載）］ 
－／〇 －／〇 

生体認証 
〇 〇 

指紋・顔 指紋・顔 

ハイレゾ 〇 〇 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ 〇（５．０） 〇（５．０） 

充電 
接続端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ 

ワイヤレス充電（Ｑｉ） 〇 〇 

カラー 

Ｌｕｘｕｒｙ Ｒｅｄ 

Ｐｌａｔｉｎｕｍ Ｗｈｉｔｅ 

Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｂｌａｃｋ 

Ｂｒｅａｔｈｉｎｇ Ｃｒｙｓｔａｌ 

Ｂｌａｃｋ 

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

※記載された情報は、発売日現在のものです。仕様、機能などの内容は予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 

※各機種の機能について、詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。 



主なスペック一覧表 

機種名 
Ｘｐｅｒｉａ Ａｃｅ 

ＳＯ－０２Ｌ 

ＬＧ ｓｔｙｌｅ２ 

Ｌ－０１Ｌ 

本体 

サイズ※１［高さ×幅×厚さ／㎜］ 約１４０×６７×９．３ 約１５８×７６×８．５ 

ＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

質量［ｇ］（電池含む） 約１５４ｇ 約１８２ｇ 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ™ ９ Ａｎｄｒｏｉｄ™ ９ 

ＣＰＵ 

Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ６３０ Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ４５０ 

２．２ＧＨｚ＋１．８ＧＨｚ １．８ＧＨｚ 

オクタコア オクタコア 

内蔵メモリ※２（ＲＡＭ／ＲＯＭ） ４ＧＢ／６４ＧＢ ４ＧＢ／６４ＧＢ 

外部メモリ（最大対応容量）※３ ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（５１２ＧＢ） ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（５１２ＧＢ） 

ディスプレイ 

ディスプレイ 
約５．０インチ／ＴＦＴ 

（トリルミナス®ディスプレイ ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ） 
約６．０インチ／ＴＦＴ 

ディスプレイ解像度（横×縦） 
Ｆｕｌｌ ＨＤ＋ Ｆｕｌｌ ＨＤ＋ 

１０８０×２１６０ １０８０×２１６０ 

ＨＤＲ － － 

カメラ 有効画素数／Ｆ値 
アウト ・約１２００万／１．８ 

・約１６２０万／２．２ 

・約１３１０万／１．９ 

イン ・約８００万／２．４ ・約８１０万／１．９ 

電池 
バッテリー容量 

２７００ｍＡｈ ３９００ｍＡｈ 

（内蔵電池） （内蔵電池） 

電池持ち時間※４ 約１２５時間 未定 

通信・通話 

ＬＴＥ通信速度 

（受信時／送信時の最大速度） 
５００Ｍｂｐｓ／７５Ｍｂｐｓ ２６２．５Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ 

ＶｏＬＴＥ／ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋） 〇／〇 〇／〇 

テザリング同時接続数 

［Ｗｉ－Ｆｉ／Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ／ＵＳＢ］ 
１０台／４台／１台 １０台／４台／１台 

スグ電 〇 〇 

ＷＯＲＬＤＷＩＮＧ 

［対応ネットワーク：ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ］ 
〇／〇／〇 〇／〇／〇 

その他 

防水・防塵 〇／〇 〇／〇 

ワンセグ／フルセグ※５ －／－ 〇／－ 

おサイフケータイ 

［Ｆｅｌｉｃａ※６／ＮＦＣ※７（Ｆｅｌｉｃａ搭載）］ 
－／〇 －／〇 

生体認証 
〇 〇 

指紋 指紋 

ハイレゾ 〇 〇 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ 〇（５．０） 〇（５．０） 

充電 
接続端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ 

ワイヤレス充電（Ｑｉ） － － 

カラー 

Ｐｕｒｐｌｅ 

Ｗｈｉｔｅ 

Ｂｌａｃｋ 

Ｇｏｌｄ 

Ｂｌａｃｋ 

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 ＬＧ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｉｎｃ． 

※記載された情報は、発売日現在のものです。仕様、機能などの内容は予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 

※各機種の機能について、詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。 

 

 



主なスペック一覧表 

機種名 
ａｒｒｏｗｓ Ｂｅ３ 

Ｆ－０２Ｌ 
Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｉｘｅｌ ３ａ 

本体 

サイズ※１［高さ×幅×厚さ／㎜］ 約１４７×７０×８．９ 約１５１．３×７０．１×８．２ 

ＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

質量［ｇ］（電池含む） 約１４５ｇ 約１４７ｇ 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ™ ９ Ａｎｄｒｏｉｄ™ ９ 

ＣＰＵ 

Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ４５０ Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ６７０ 

１．８ＧＨｚ ２．０ＧＨｚ＋１．７ＧＨｚ 

オクタコア オクタコア 

内蔵メモリ※２（ＲＡＭ／ＲＯＭ） ３ＧＢ／３２ＧＢ ４ＧＢ／６４ＧＢ 

外部メモリ（最大対応容量）※３ ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（４００ＧＢ） － 

ディスプレイ 

ディスプレイ 約５．６インチ／有機ＥＬ 約５．６インチ ＯＬＥＤ 

ディスプレイ解像度（横×縦） 
Ｆｕｌｌ ＨＤ＋ Ｆｕｌｌ ＨＤ＋ 

１０８０×２２２０ １０８０×２２２０ 

ＨＤＲ － － 

カメラ 有効画素数／Ｆ値 
・約１２２０万／１．９ ・約１２２０万／１．８ 

・約８１０万／２．０ ・約８００万／２．０ 

電池 
バッテリー容量 

２７８０ｍＡｈ ３０００ｍＡｈ 

（内蔵電池） （内蔵電池） 

電池持ち時間※４ 約１３０時間 － 

通信・通話 

ＬＴＥ通信速度 

（受信時／送信時の最大速度） 
１５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ ５００Ｍｂｐｓ／７５Ｍｂｐｓ 

ＶｏＬＴＥ／ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋） 〇／〇 〇／〇 

テザリング同時接続数 

［Ｗｉ－Ｆｉ／Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ／ＵＳＢ］ 
１０台／４台／１台 １０／非公開／非公開 

スグ電 〇 － 

ＷＯＲＬＤＷＩＮＧ 

［対応ネットワーク：ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ］ 
〇／〇／〇 〇／〇／〇 

その他 

防水・防塵 〇／〇 －（防滴対応）／〇 

ワンセグ／フルセグ※５ 〇／－ －／－ 

おサイフケータイ 

［Ｆｅｌｉｃａ※６／ＮＦＣ※７（Ｆｅｌｉｃａ搭載）］ 
－／〇 〇／－ 

生体認証 
〇 〇 

指紋 指紋 

ハイレゾ 〇 － 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ 〇（４．２） 〇（５．０） 

充電 
接続端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ 

ワイヤレス充電（Ｑｉ） － － 

カラー 

Ｗｈｉｔｅ 

Ｂｌａｃｋ 

Ｐｉｎｋ 

Ｊｕｓｔ Ｂｌａｃｋ 

Ｃｌｅａｒｌｙ Ｗｈｉｔｅ 

メーカー 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 Ｇｏｏｇｌｅ Ｉｎｃ． 

※記載された情報は、発売日現在のものです。仕様、機能などの内容は予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 

※各機種の機能について、詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。 

 

 



主なスペック一覧表 

機種名 
ａｒｒｏｗｓ ケータイ 

Ｆ－０３Ｌ 
ＳＨ－０３Ｌ 

本体 

サイズ※１［高さ×幅×厚さ／㎜］ 約１１３×５１×１５．８ 約１１５×５１×１７．２ 

質量［ｇ］ 約１３３ｇ 約１２４ｇ 

外部メモリ（最大対応容量）※３ ｍｉｃｒｏＳＤＨＣ ３２ＧＢ ｍｉｃｒｏＳＤＨＣ ３２ＧＢ 

ディスプレイ 

ディスプレイ 約３．４インチ／ＴＦＴ 約３．４インチ／ＴＦＴ 

ディスプレイ解像度（横×縦） 
ＦＷＶＧＡ Ｑｕａｒｔｅｒ ＨＤ 

４８０×８５４ ５４０×９６０ 

サブディスプレイ 約０．８インチ／有機ＥＬ 約０．９インチ／有機ＥＬ 

カメラ 有効画素数／Ｆ値［アウト］ 約８１０万／２．４ － 

電池 

バッテリー容量 １６８０ｍＡｈ １６８０ｍＡｈ 

連続待受時間［ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ］※８ 未定 約５００時間／６１０時間／５２０時間 

連続通話時間［ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ］※９ 未定 約４３０分／６５０分／５１０分 

通信・通話 

ＬＴＥ通信速度 

（受信時／送信時の最大速度） 
１１２．５Ｍｂｐｓ／３７．５Ｍｂｐｓ １５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ 

ＶｏＬＴＥ／ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋） 〇／－ 〇／－ 

Ｗｉ－Ｆｉ（対応通信規格） ｂ／ｇ／ｎ（Ｗｉ－Ｆｉ ４） ｂ／ｇ／ｎ（Ｗｉ－Ｆｉ ４） 

テザリング同時接続数 

［Ｗｉ－Ｆｉ／Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ／ＵＳＢ］ 
１０台／４台／１台 １０台／４台／１台 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ 〇（４．２） 〇（４．２） 

赤外線通信 〇 〇 

ＷＯＲＬＤＷＩＮＧ 

［対応ネットワークＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ］ 
〇／〇／〇 〇／〇／〇 

その他 

防水／防塵 〇／〇 〇／〇 

ワンセグ／フルセグ※５ 〇／－ －／－ 

おサイフケータイ［Ｆｅｌｉｃａ搭載※６］ 〇 〇 

生体認証 － － 

充電 接続端子 ＵＳＢ Ｍｉｃｒｏ－Ｂ ＵＳＢ Ｍｉｃｒｏ－Ｂ 

カラー 

Ｓｉｌｖｅｒ 

Ｂｌａｃｋ 

Ｒｅｄ 

ブラック 

メーカー 
富士通コネクテッドテクノロジーズ

株式会社 
シャープ株式会社 

※記載された情報は、発売日現在のものです。仕様、機能などの内容は予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 

※各機種の機能について、詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



主なスペック一覧表 

 機種名 
Ｗｉ－Ｆｉ ＳＴＡＴＩＯＮ 

ＳＨ－０５Ｌ 

サイズ※１（高さ×幅×厚さ：ｍｍ） 未定 

質量（ｇ） 未定 

バッテリー容量（定格容量） ４０００ｍＡｈ 

通信方式 

（ネットワーク側） 

  

  
  

ＰＲＥＭＩＵＭ ４Ｇ® 

（受信時最大速度／送信時最大速度） 
９８８Ｍｂｐｓ／７５Ｍｂｐｓ 

ＬＴＥ 

（受信時最大速度／送信時最大速度） 
１５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ 

ＦＯＭＡ® 

（受信時最大速度／送信時最大速度） 
１４．４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ 

【無線ＬＡＮ】 － 

【有線ＬＡＮ】 － 

通信方式 

（端末側） 【無線ＬＡＮ】 
ＩＥＥＥ８０２．１１  ａ／ｂ／ｇ／ｎ（Ｗｉ－Ｆｉ ４）／ａｃ（Ｗｉ－Ｆｉ ５） 

（２．４／５ＧＨｚ） 

【有線ＬＡＮ】 

ＩＥＥＥ８０２．３ａｂ（１０００ＢＡＳＥ－Ｔ） 

ＩＥＥＥ８０２．３ｕ（１００ＢＡＳＥ－ＴＸ） 

ＩＥＥＥ８０２．３ｕ（１０ＢＡＳＥ－ＴＸ） 

インターフェイス ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ 

国際ローミング 〇 

同時接続台数 １１台（Ｗｉ－Ｆｉ：１０台 ＵＳＢ：１台） 

連続待受時間※８（ＬＴＥ／３Ｇ：時間） 未定 

連続通信時間※９（ＬＴＥ／３Ｇ：時間） 未定 

カラー Ｂｌａｃｋ 

メーカー シャープ株式会社 

※記載された情報は、発売日現在のものです。仕様、機能などの内容は予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 

※各機種の機能について、詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。 

 
※１ メーカー基準によります。最厚部のサイズとは異なる場合があります。 

※２ メモリ容量は、すべての容量を使用することはできません。 

※３ 使用する外部メモリカードのメーカーにより、最大対応容量は異なり、機種・コンテンツによって制約があります。詳しくは各携帯電話メーカーホームページ 

などでご確認ください。 

※４ 使用期間や実際の利用状況によっては、表記の時間を下回る場合があります。 

※５ 利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。サービスについて詳しくは、一般社団法人放送サービス高度化推進協会の          

ホームページなどでご確認ください。 ＮＨＫの受信料は、ＮＨＫにお問い合わせください。 

※６ ＦｅｌｉＣａ方式のサービスのみご利用になれます（機種により一部異なる）。 

※７ ＦｅｌｉＣａ方式のサービスおよびＴｙｐｅＡ／Ｂ方式のサービスがご利用になれます。ＴｙｐｅＡ／Ｂ方式のサービスのご利用には、サービスに対応した         

ドコモＵＩＭカードが必要です。 

※８ 連続待受時間は、待受状態でのみ利用した場合の数値のため、使用環境や携帯電話の使用により大きく変動します。各種機能のご利用頻度が多い場合、

実際に使用できる時間は半分以下になることがあります。 

※９ 連続通話時間ならびに連続通信時間は、電池の充電状態、設定状況、使用環境やご利用頻度により大きく変動します。各種機能のご利用頻度が多い場合、

実際に使用できる時間は半分以下になることがあります。 

 

＜通信速度について＞ 

・受信時最大１５７６Ｍｂｐｓは、２０１９年度冬より提供開始予定です。 

・受信時最大１５７６Ｍｂｐｓ、１２８８Ｍｂｐｓ、９８８Ｍｂｐｓ、５００Ｍｂｐｓ、２６２．５Ｍｂｐｓ、１５０Ｍｂｐｓ、１１２．５Ｍｂｐｓでの通信は一部地域に限ります。 

・送信時最大１３１．３Ｍｂｐｓ、７５Ｍｂｐｓ、５０Ｍｂｐｓ、３７．５Ｍｂｐｓ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。 

 

＊ Ａｎｄｒｏｉｄは、Ｇｏｏｇｌｅ ＬＬＣの商標です。 

＊ 「ＡＱＵＯＳ」「Ｐｒｏ ＩＧＺＯ」は、シャープ株式会社の登録商標です。 

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

 

 

 



 

機種名 
Ｇａｌａｘｙ Ｓ１０＋ Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｇａｍｅｓ Ｅｄｉｔｉｏｎ 

ＳＣ－０５Ｌ 

本体 

サイズ※１［高さ×幅×厚さ／㎜］ 約１５８×７４×７．８ 

ＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

質量［ｇ］（電池含む） 約１７５ｇ 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ™ ９ 

ＣＰＵ 

Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ８５５ 

２．８ＧＨｚ＋１．７ＧＨｚ 

オクタコア 

内蔵メモリ※２（ＲＡＭ／ＲＯＭ） ８ＧＢ／１２８ＧＢ 

外部メモリ（最大対応容量）※３ ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（５１２ＧＢ） 

ディスプレイ 

ディスプレイ 約６．４インチ／有機ＥＬ（Ｄｙｎａｍｉｃ ＡＭＯＬＥＤ） 

ディスプレイ解像度 （縦×横） 
Ｑｕａｄ ＨＤ＋ 

１４４０×３０４０ 

ＨＤＲ 〇 

カメラ 有効画素数／Ｆ値 

アウト 

・約１２００万／１．５⇔２．４（自動切換） 

・約１６００万／２．２ 

・約１２００万／２．４ 

イン 
・約１０００万／１．９ 

・約８００万／２．２ 

電池 
バッテリー容量 

４０００ｍＡｈ 

（内蔵電池） 

電池持ち時間※４ 未定 

通信・通話 

ＬＴＥ通信速度 

（受信時／送信時の最大速度） 
１５７６Ｍｂｐｓ／７５Ｍｂｐｓ 

ＶｏＬＴＥ／ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋） 〇／〇 

テザリング同時接続数 

［Ｗｉ－Ｆｉ／Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ／ＵＳＢ］ 
１０台／３台／１台 

スグ電 － 

ＷＯＲＬＤＷＩＮＧ 

［対応ネットワーク：ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ］ 
〇／〇／〇 

その他 

防水・防塵 〇／〇 

ワンセグ／フルセグ※５ 〇／〇 

おサイフケータイ 

［Ｆｅｌｉｃａ※６／ＮＦＣ※７（Ｆｅｌｉｃａ搭載）］ 
－／〇 

生体認証 
〇 

指紋・顔 

ハイレゾ 〇 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ 〇（５．０） 

充電 
接続端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ 

ワイヤレス充電（Ｑｉ） 〇 

カラー Ｐｒｉｓｍ Ｗｈｉｔｅ 

メーカー サムスン電子株式会社 
 

※記載された情報は、発売日現在のものです。仕様、機能などの内容は予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 

※各機種の機能について、詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。 
 

※１ メーカー基準によります。最厚部のサイズとは異なる場合があります。 

※２ メモリ容量は、すべての容量を使用することはできません 。 

※３ 使用する外部メモリカードのメーカーにより、最大対応容量は異なり、機種・コンテンツによって制約があります。詳しくは「各携帯電話メーカーホームページ」

などでご確認ください。 

※４ 使用期間や、実際の利用状況によっては表記の時間を下回る場合があります。 

※５ 利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。サービスについて、詳しくは「一般社団法人放送サービス高度化推進協会の        

ホームページ」などでご確認ください。 ＮＨＫの受信料は、ＮＨＫにお問い合わせください。 

※６ ＦｅｌｉＣａ方式のサービスのみご利用になれます（機種により一部異なる）。詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。 

※７ ＦｅｌｉＣａ方式のサービスおよびＴｙｐｅＡ／Ｂ方式のサービスがご利用になれます。ＴｙｐｅＡ／Ｂ方式のサービスのご利用には、サービスに対応した        

ドコモＵＩＭカードが必要です。 
 

＜通信速度について＞ 

・受信時最大１５７６Ｍｂｐｓは、２０１９年度冬より提供開始予定です。 

・受信時最大１５７６Ｍｂｐｓ、１２８８Ｍｂｐｓ、９８８Ｍｂｐｓ、５００Ｍｂｐｓ、２６２．５Ｍｂｐｓ、１５０Ｍｂｐｓ、１１２．５Ｍｂｐｓでの通信は一部地域に限ります。 

・送信時最大１３１．３Ｍｂｐｓ、７５Ｍｂｐｓ、５０Ｍｂｐｓ、３７．５Ｍｂｐｓ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。 


