
主なスペック一覧表 

機種名 
ドコモ スマートフォン 

Ｇａｌａｘｙ Ｓ２０ ５Ｇ ＳＣ－５１Ａ ＡＱＵＯＳ Ｒ５Ｇ ＳＨ－５１Ａ 

本体 

サイズ※１［高さ×幅×厚さ／ｍｍ］ 約１５２×６９×７．９ 約１６２×７５×８．９ 

ＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

重量［ｇ］（電池含む） 約１６３ 約１８９ 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ™ １０ Ａｎｄｒｏｉｄ １０ 

ＣＰＵ 

Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ ８６５ Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ ８６５ 

２．８ＧＨｚ＋１．７ＧＨｚ ２．８ＧＨｚ＋１．８ＧＨｚ 

オクタコア オクタコア 

内蔵メモリ ［ＲＡＭ／ＲＯＭ］※２ １２ＧＢ／１２８ＧＢ １２ＧＢ／２５６ＧＢ 

外部メモリ 大対応容量※３ ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（１ＴＢ） ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（１ＴＢ）

ディス 

プレイ 

ディスプレイ 
約６．２インチ／有機ＥＬ 

Ｄｙｎａｍｉｃ ＡＭＯＬＥＤ 

約６．５インチ／ＴＦＴ 

Ｐｒｏ ＩＧＺＯ 

ディスプレイ解像度［横×縦］ 
Ｑｕａｄ ＨＤ＋ Ｑｕａｄ ＨＤ＋ 

１４４０×３２００ １４４０×３１６８ 

ＨＤＲ ○ ○ 

カメラ 有効画素数／Ｆ値 
アウト 

約１２００万／１．８ 

約１２００万／２．２ 

約６４００万／２．０ 

約１２２０万／１．７ 

約４８００万／２．９ 

約１２２０万／２．７ 

ＴｏＦカメラ 

イン 約１０００万／２．２ 約１６４０万／２．０ 

電池 

バッテリー容量※４ ４０００ｍＡｈ（内蔵電池） ３７３０ｍＡｈ（内蔵電池） 

電池持ち時間※５ 
５Ｇ 約１０５時間 約１００時間 

４Ｇ（ＬＴＥ） 約１１５時間 約１２５時間 

通信・ 

通話 

通信速度［受信時／送信時の 大速

度］ 

５Ｇ ３．４Ｇｂｐｓ／１８２Ｍｂｐｓ ３．４Ｇｂｐｓ／１８２Ｍｂｐｓ 

４Ｇ（ＬＴＥ） １．７Ｇｂｐｓ／７５Ｍｂｐｓ １．７Ｇｂｐｓ／１３１．３Ｍｂｐｓ 

ＶｏＬＴＥ／ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋） ○／○ ○／○ 

テザリング同時接続数［Ｗｉ－Ｆｉ／ＵＳＢ／Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®］ １０台／１台／３台 １０台／１台／４台 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（対応バージョン） ○（５．０） ○（５．１） 

スグ電® ○ ○ 

ＷＯＲＬＤ ＷＩＮＧ® 

［対応ネットワーク：４Ｇ（ＬＴＥ）／３Ｇ／ＧＳＭ］ 
○／○／○ ○／○／○ 

充電 
接続端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ 

ワイヤレス充電（Ｑｉ） ○ － 

その他 

防水／防塵 ○／○ ○／○ 

ワンセグ／フルセグ※６ －／－ ○／○ 

おサイフケータイ®［ＦｅｌｉＣａ®※７／ＮＦＣ（ＦｅｌｉＣａ搭載）※８］ －／○ －／○ 

生体認証 ○（指紋、顔） ○（指紋、顔） 

ハイレゾ ○ ○ 

カラー 
Ｃｏｓｍｉｃ Ｇｒａｙ、 

Ｃｌｏｕｄ Ｗｈｉｔｅ、Ｃｌｏｕｄ Ｂｌｕｅ 
Ｂｌａｃｋ Ｒａｙ、Ａｕｒｏｒａ Ｗｈｉｔｅ 

メーカー サムスン電子株式会社 シャープ株式会社 

※記載された情報は、発表日現在のものです。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５ 



※記載された情報は、発表日現在のものです。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。 

 

機種名 
ドコモ スマートフォン 

ＬＧ Ｖ６０ ＴｈｉｎＱ ５Ｇ Ｌ－５１Ａ Ｘｐｅｒｉａ １ ＩＩ ＳＯ－５１Ａ 

本体 

サイズ※１［高さ×幅×厚さ／ｍｍ］ 

約１７０×７８×９．２ 

（ＬＧデュアルスクリーン装着時 

約１７７×８７×１５．０） 

約１６６×７２×７．９ 

ＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

重量［ｇ］（電池含む） 
約２１８ 

（ＬＧデュアルスクリーン装着時 約３５３ｇ） 
約１８１ 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ １０ Ａｎｄｒｏｉｄ １０ 

ＣＰＵ 

Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ ８６５ Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ ８６５ 

２．８ＧＨｚ＋１．８ＧＨｚ ２．８ＧＨｚ＋１．８ＧＨｚ 

オクタコア オクタコア 

内蔵メモリ ［ＲＡＭ／ＲＯＭ］※２ ８ＧＢ／１２８ＧＢ ８ＧＢ／１２８ＧＢ 

外部メモリ 大対応容量※３ ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（５１２ＧＢ） ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（１ＴＢ） 

ディス 

プレイ 

ディスプレイ 約６．８インチ／有機ＥＬ※９ 
約６．５インチ／有機ＥＬ 

Ｘ１™ ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ  

ディスプレイ解像度［横×縦］ 
Ｆｕｌｌ ＨＤ＋ ４Ｋ 

１０８０×２４６０※９ １６４４×３８４０ 

ＨＤＲ ○ ○ 

カメラ 有効画素数／Ｆ値 
アウト 

約６４００万／１．８ 

約１３００万／１．９ 

ＴｏＦカメラ 

約１２２０万／２．２ 

約１２２０万／２．４ 

約１２２０万／１．７ 

ＴｏＦカメラ 

イン 約１０００万／１．８ 約８００万／２．０ 

電池 

バッテリー容量※４ ５０００ｍＡｈ（内蔵電池） ４０００ｍＡｈ（内蔵電池） 

電池持ち時間※５ 
５Ｇ 未定 未定 

４Ｇ（ＬＴＥ） 未定 未定 

通信・ 

通話 

通信速度 

［受信時／送信時の 大速度］ 

５Ｇ ３．４Ｇｂｐｓ／１８２Ｍｂｐｓ ３．４Ｇｂｐｓ／１８２Ｍｂｐｓ 

４Ｇ（ＬＴＥ） １．７Ｇｂｐｓ／１３１．３Ｍｂｐｓ １．７Ｇｂｐｓ／１３１．３Ｍｂｐｓ 

ＶｏＬＴＥ／ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋） ○／○ ○／○ 

テザリング同時接続数［Ｗｉ－Ｆｉ／ＵＳＢ／Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ］   １０台／１台／４台 １０台／１台／４台 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（対応バージョン） ○（５．１） ○（５．１） 

スグ電 ○ ○ 

ＷＯＲＬＤ ＷＩＮＧ 

［対応ネットワーク：４Ｇ（ＬＴＥ）／３Ｇ／ＧＳＭ］ 
○／○／○ ○／○／○ 

充電 
接続端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ 

ワイヤレス充電（Ｑｉ） ○ ○ 

その他 

防水／防塵 ○※１０／○※１０ ○／○ 

ワンセグ／フルセグ※６ －／－ ○／○ 

おサイフケータイ［ＦｅｌｉＣａ※７／ＮＦＣ（ＦｅｌｉＣａ搭載）※８］ －／○ －／○ 

生体認証 ○（指紋） ○（指紋） 

ハイレゾ ○ ○ 

カラー Ｔｈｅ Ｂｌａｃｋ、Ｃｌａｓｓｙ Ｗｈｉｔｅ※１１ Ｂｌａｃｋ、Ｗｈｉｔｅ、Ｐｕｒｐｌｅ 

メーカー ＬＧ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｊａｐａｎ Ｉｎｃ． 
ソニーモバイルコミュニケーションズ 

株式会社 



機種名 
ドコモ スマートフォン 

Ｇａｌａｘｙ Ｓ２０＋ ５Ｇ ＳＣ－５２Ａ ａｒｒｏｗｓ ５Ｇ Ｆ－５１Ａ 

本体 

サイズ※１［高さ×幅×厚さ／ｍｍ］ 未定 未定 

ＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

重量［ｇ］（電池含む） 未定 未定 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ １０ Ａｎｄｒｏｉｄ １０ 

ＣＰＵ 

Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ ８６５ Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ ８６５ 

２．８ＧＨｚ＋１．７ＧＨｚ ２．８ＧＨｚ＋１．８ＧＨｚ 

オクタコア オクタコア 

内蔵メモリ ［ＲＡＭ／ＲＯＭ］※２ １２ＧＢ／１２８ＧＢ ８ＧＢ／１２８ＧＢ 

外部メモリ 大対応容量※３ ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（１ＴＢ） ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（１ＴＢ） 

ディス 

プレイ 

ディスプレイ 
約６．７インチ／有機ＥＬ 

Ｄｙｎａｍｉｃ ＡＭＯＬＥＤ  
約６．７インチ／有機ＥＬ 

ディスプレイ解像度［横×縦］ 
Ｑｕａｄ ＨＤ＋ Ｑｕａｄ ＨＤ＋ 

１４４０×３２００ １４４０×３１２０ 

ＨＤＲ ○ ○ 

カメラ 有効画素数／Ｆ値 
アウト 

約１２００万／１．８ 

約１２００万／２．２ 

約６４００万／２．０ 

ＴｏＦカメラ 

約４８００万／１．７ 

約１６３０万／２．２ 

約８００万／２．４ 

イン 約１０００万／２．２ 約３２００万／２．０ 

電池 

バッテリー容量※４ ４５００ｍＡｈ（内蔵電池） ４０７０ｍＡｈ（内蔵電池） 

電池持ち時間※５ 
５Ｇ 未定 未定 

４Ｇ（ＬＴＥ） 未定 未定 

通信・ 

通話 

通信速度 

［受信時／送信時の 大速度］ 

５Ｇ ４．１Ｇｂｐｓ※１２／４８０Ｍｂｐｓ※１２ ４．１Ｇｂｐｓ※１３／４８０Ｍｂｐｓ※１３ 

４Ｇ（ＬＴＥ） １．７Ｇｂｐｓ／７５Ｍｂｐｓ １．７Ｇｂｐｓ／１３１．３Ｍｂｐｓ 

ＶｏＬＴＥ／ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋） ○／○ ○／○ 

テザリング同時接続数［Ｗｉ－Ｆｉ／ＵＳＢ／Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ］   １０台／１台／３台 １０台／１台／４台 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（対応バージョン） ○（５．０） ○（５．１） 

スグ電 ○ ○ 

ＷＯＲＬＤ ＷＩＮＧ 

［対応ネットワーク：４Ｇ（ＬＴＥ）／３Ｇ／ＧＳＭ］ 
○／○／○ ○／○／○ 

充電 
接続端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ 

ワイヤレス充電（Ｑｉ） ○ － 

その他 

防水／防塵 ○／○ ○／○ 

ワンセグ／フルセグ※６ －／－ －／－ 

おサイフケータイ［ＦｅｌｉＣａ※７／ＮＦＣ（ＦｅｌｉＣａ搭載）※８］ －／○ －／○ 

生体認証 ○（指紋、顔） ○（指紋） 

ハイレゾ ○ ○ 

カラー Ｃｏｓｍｉｃ Ｇｒａｙ  Ｎａｖｙ Ｂｌａｃｋ、Ｔｉｔａｎｉｕｍ Ｓｉｌｖｅｒ 

メーカー サムスン電子株式会社 
富士通コネクテッドテクノロジーズ 

株式会社 

※記載された情報は、発表日現在のものです。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。 

  



機種名 
データ通信製品 

Ｗｉ－Ｆｉ ＳＴＡＴＩＯＮ ＳＨ－５２Ａ 

サイズ ［高さ×幅×厚さ／ｍｍ］※１ 約８４×１５７×１６ 

重量［ｇ］（電池含む） 未定 

バッテリー容量 ４０００ｍＡｈ 

通信方式および通信速度 

［受信時／送信時の 大速度］ 

５Ｇ（受信時 大速度／送信時 大速度） ４．１Ｇｂｐｓ※１２／４８０Ｍｂｐｓ※１２ 

４Ｇ（ＬＴＥ）（受信時 大速度／送信時 大速度） １．７Ｇｂｐｓ／１３１．３Ｍｂｐｓ 

通信方式 

（端末側） 

【無線ＬＡＮ】 

ＩＥＥＥ８０２．１１ ａ／ｂ／ｇ／ｎ（Ｗｉ－Ｆｉ ４）／ 

ａｃ（Ｗｉ－Ｆｉ ５）／ａｘ（Ｗｉ－Ｆｉ ６） 

（２．４／５ＧＨｚ） 

【有線ＬＡＮ】 

ＩＥＥＥ８０２．３ｂｚ（２．５ＧＢＡＳＥ－Ｔ） 

ＩＥＥＥ８０２．３ａｂ（１０００ＢＡＳＥ－Ｔ） 

ＩＥＥＥ８０２．３ｕ（１００ＢＡＳＥ－ＴＸ） 

国際ローミング 
ＷＯＲＬＤ ＷＩＮＧ 

［対応ネットワーク：４Ｇ（ＬＴＥ）／３Ｇ／ＧＳＭ］ 
○／○／― 

接続端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ 

同時接続台数 １８台（Ｗｉ－Ｆｉ：１６台、ＵＳＢ：１台、有線ＬＡＮ：１台） 

連続待受時間※１４（５Ｇ／４Ｇ（ＬＴＥ）：時間） 未定 

連続通信時間※１５（５Ｇ／４Ｇ（ＬＴＥ）：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、発表日現在のものです。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。 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、 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のホームページなどでご確認ください。 

※４ 規格上の基準値です。 

※５ 平均的なスマートフォン利用（インテージ社２０１８年１月～２０１８年１２月調査データをもとに算出）があった場合の電池の持ち時間です（ドコモ調べ／メーカー

調べ）。使用期間や、利用状況、エリアによっては表記の時間を下回る場合があります。 

※６ 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。 

※７ 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。 

※８ 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。 

※９ 「ＬＧデュアルスクリーン」も同様です。 

※１０ 「ＬＧデュアルスクリーン」は対応していません。 

※１１ Ｃｌａｓｓｙ Ｗｈｉｔｅは、ドコモオンラインショップのみでのお取り扱いとなります。 

※１２ ２０２０年６月以降、提供予定。 

※１３ ２０２０年夏から提供予定。 

※１４ 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。 

※１５ 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 大４．１Ｇｂｐｓ、送信時 大４８０Ｍｂｐｓは、２０２０年６月以降提供予定です。 

・ご利用のエリアによって 大通信速度は異なります。 

・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。 

・対応エリアや機種など、詳しくはドコモのホームページでご確認ください。 

＊ 「Ａｎｄｒｏｉｄ」は、Ｇｏｏｇｌｅ ＬＬＣの商標です。 

＊ 「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。 

＊ 「ＦｅｌｉＣａ」「X１」は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。 

＊ 「スグ電」「ＷＯＲＬＤ ＷＩＮＧ」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。



機種名 Ｇａｌａｘｙ Ｓ２０＋ Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｇａｍｅｓ Ｅｄｉｔｉｏｎ ＳＣ－５２Ａ 

本体 

サイズ※１［高さ×幅×厚さ／ｍｍ］ 未定 

ＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

重量［ｇ］（電池含む） 未定 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ １０ 

ＣＰＵ 

Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ ８６５ 

２．８ＧＨｚ＋１．７ＧＨｚ 

オクタコア 

内蔵メモリ ［ＲＡＭ／ＲＯＭ］※２ １２ＧＢ／１２８ＧＢ 

外部メモリ 大対応容量※３ ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（１ＴＢ）

ディスプレイ 

ディスプレイ 
約６．７インチ／有機ＥＬ 

Ｄｙｎａｍｉｃ ＡＭＯＬＥＤ 

ディスプレイ解像度［横×縦］ 
Ｑｕａｄ ＨＤ＋ 

１４４０×３２００ 

ＨＤＲ 〇 

カメラ 有効画素数／Ｆ値 
アウト 

約１２００万画素／１．８ 

約１２００万画素／２．２ 

約６４００万画素／２．０ 

ＴｏＦカメラ 

イン 約１０００万／２．２ 

電池 

バッテリー容量※４ 約４５００ｍＡｈ（内蔵電池） 

電池持ち時間※５ 
５Ｇ 未定 

４Ｇ（ＬＴＥ） 未定 

通信・通話 

通信速度 

［受信時／送信時の 大速度］ 

５Ｇ ４．１Ｇｂｐｓ※６／４８０Ｍｂｐｓ※６ 

４Ｇ（ＬＴＥ） １．７Ｇｂｐｓ／７５Ｍｂｐｓ 

ＶｏＬＴＥ／ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋） ○／○ 

テザリング同時接続数［Ｗｉ－Ｆｉ／ＵＳＢ／Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ］    １０台／１台／３台 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（対応バージョン） ○（５．０） 

スグ電 ○ 

ＷＯＲＬＤ ＷＩＮＧ 

［対応ネットワーク：４Ｇ（ＬＴＥ）／３Ｇ／ＧＳＭ］ 
○／○／○ 

接続端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ 

充電 ワイヤレス充電（Ｑｉ） ○ 

防水／防塵 ○／○ 

その他 

ワンセグ／フルセグ※７ －／－ 

おサイフケータイ［ＦｅｌｉＣａ※８／ＮＦＣ（ＦｅｌｉＣａ搭載）※９］ －／○ 

生体認証 ○（指紋、顔） 

ハイレゾ ○ 

カラー Ｍａｔｔｅ Ｇｏｌｄ 

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。 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、 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のホームページなどでご確認ください。 



※４ 規格上の基準値です。 

※５ 平均的なスマートフォン利用（インテージ社２０１８年１月～２０１８年１２月調査データをもとに算出）があった場合の電池の持ち時間です（ドコモ調べ／メーカー

調べ）。使用期間や、利用状況、エリアによっては表記の時間を下回る場合があります。 

※６ ２０２０年６月以降、提供予定。 

※７ 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。 

※８ 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。 

※９ 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 大４．１Ｇｂｐｓ、送信時 大４８０Ｍｂｐｓは、２０２０年６月以降提供予定です。 

・ご利用のエリアによって 大通信速度は異なります。 

・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。 

・対応エリアや機種など、詳しくはドコモのホームページでご確認ください。 




