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主なスペック一覧表 

 

ドコモ スマ－トフォン 

ＧＡＬＡＸＹ Ｓ５ 

ＳＣ－０４Ｆ 

Ｘｐｅｒｉａ Ｚ２ 

ＳＯ－０３Ｆ 

ＡＱＵＯＳ ＺＥＴＡ 

ＳＨ－０４Ｆ 

寸法 

（高さ×幅×厚さ：ｍｍ） 
約１４２×７３×８．３ 約１４７×７３×８．２ 約１４０×７４×９．３ 

質量（ｇ） 約１４７ 約１６３ 約１５４ 

ＬＴＥ連続待受時間 

（静止時［自動］）（時間） 
約４４０ 約５７０ 約７７０ 

３Ｇ連続待受時間 

（静止時［自動］）（時間） 
約５００ 約６５０ 約９００ 

ＧＳＭ連続待受時間 

（静止時［自動］）（時間） 
約４４０ 約５７０ 約７５０ 

連続通話時間 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ）（分） 
未定／約１０２０／約７００ 未定／約９３０／約８１０ 未定／約１３８０／約１０７０ 

実使用時間（時間）※１ 約６５．０ 約７９．２ 約１０１．７ 

メインディスプレイ 

（サイズ、ドット数［横×縦通称］、 

種類、発色数） 

約５．１インチ 

１０８０×１９２０ 

フルＨＤ 

有機ＥＬ（Ｓｕｐｅｒ ＡＭＯＬＥＤ） 

１６７７万色 

約５．２インチ 

１０８０×１９２０ 

フルＨＤ 

ＴＦＴ液晶（トリルミナス® ディスプレイ 

ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ） 

１６７７万色 

約５．４インチ 

１０８０×１９２０ 

フルＨＤ 

ＴＦＴ液晶（ＩＧＺＯ） 

１６７７万色 

バッテリ－容量 ２８００ｍＡｈ ３２００ｍＡｈ ３３００ｍＡｈ 

ＲＯＭ／ＲＡＭ ３２ＧＢ／２ＧＢ ３２ＧＢ／３ＧＢ ３２ＧＢ／２ＧＢ 

外部メモリ 

（最大対応容量） 

ｍｉｃｒｏＳＤ 

（２ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＨＣ 

 （３２ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ 

（１２８ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤ 

（２ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＨＣ 

 （３２ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ 

（１２８ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤ 

（２ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＨＣ 

 （３２ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ 

（１２８ＧＢ） 

外側カメラ機能 

（撮像素子種類、 

有効画素数／記録画素数） 

高解像度裏面照射型 ＣＭＯＳ 

約１６００万画素／約１５９０万画素 

裏面照射積層型 ＣＭＯＳ 

約２０７０万画素／約２０７０万画素 

裏面照射型 ＣＭＯＳ 

約１３１０万画素／約１２８０万画素 

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２１０万画素／約２１０万画素 

裏面照射型 ＣＭＯＳ 

約２２０万画素／約２１０万画素 

裏面照射型 ＣＭＯＳ 

約２１０万画素／約２１０万画素 

ＣＰＵ 

（チップ名／クロック） 

ＭＳＭ８９７４ＡＣ 

（２．５ＧＨｚ クアッドコア） 

ＭＳＭ８９７４ＡＢ 

（２．３ＧＨｚ クアッドコア） 

ＭＳＭ８９７４ＡＢ 

（２．３ＧＨｚ クアッドコア） 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ ４．４ Ａｎｄｒｏｉｄ ４．４ Ａｎｄｒｏｉｄ ４．４ 

「Ｘｉ」（クロッシィ） 

（ＬＴＥ） 
１５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ １５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ １５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ 

ＶｏＬＴＥ※２ ○ ○ ○ 

ＬＴＥ対応周波数帯 

（２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ／１．５ＧＨｚ／   

８００ＭＨｚ） 

（○／○／○／○） （○／○／○／○） （○／○／○／○） 

ＦＯＭＡ®ハイスピ－ド 

（ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡ） 
１４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ １４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ １４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ 

Ｗｉ－Ｆｉ（無線ＬＡＮ） 

（１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ／ａｃ 

（Ｗｉ－Ｆｉテザリング同時接続台数） 

○ 

（○／○／○／○／○） 

（１０台） 

○ 

（○／○／○／○／○） 

（１０台） 

○ 

（○／○／○／○／○） 

（１０台） 

ＧＰＳ／オートＧＰＳ（◎は海外対応） ◎／○ ◎／○ ◎／○ 

赤外線通信 
－ 

※ＩｒＲＣ（リモコンに対応） 
－ ○ 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ ○（４．０） ○（４．０） ○（４．０） 

ワンセグ／フルセグ（◎は録画対応） ◎※３／－ ◎／○※３ ◎／◎ 

防水／防塵 
○／○ 

（ＩＰＸ５、７／ＩＰ６Ｘ） 

○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ５Ｘ） 

○／－ 

（ＩＰＸ５、７） 

おくだけ充電® － － － 

色 

ｓhｉｍｍｅｒｙ ＷＨＩＴＥ 

ｃｈａrｃｏａｌ ＢＬＡＣＫ 

ｓｗｅｅｔ ＰＩＮＫ 

Ｂｌａｃｋ 

Ｗｈｉｔｅ 

Ｐｕｒｐｌｅ 

Ｏｒａｎｇｅ 

Ｂｌａｃｋ 

Ｗｈｉｔｅ 

製造メ－カ－ サムスン電子株式会社 
ソニ－モバイル 

コミュニケ－ションズ株式会社 
シャ－プ株式会社 



 

 

ドコモ スマ－トフォン 

Ｄｉｓｎｅｙ Ｍｏｂｉｌｅ 

ｏｎ ｄｏｃｏｍｏ 

ＳＨ－０５Ｆ 

ＡＲＲＯＷＳ ＮＸ 

Ｆ－０５Ｆ 

Ｘｐｅｒｉａ Ａ２ 

ＳＯ－０４Ｆ 

寸法 

（高さ×幅×厚さ：ｍｍ） 
約１４１×７０×９．０ 約１４０×６９×１０．４ 約１２８×６５×９．７ 

質量（ｇ） 約１４１ 約１５９ 約１３８ 

ＬＴＥ連続待受時間 

（静止時［自動］）（時間） 
約５８０ 約７２０ 約４５０ 

３Ｇ連続待受時間 

（静止時［自動］）（時間） 
約７００ 約８６０ 約５００ 

ＧＳＭ連続待受時間 

（静止時［自動］）（時間） 
約５９０ 約６９０ 約４１０ 

連続通話時間 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ）（分） 
－／約９６０／約８１０ 未定／約８４０／約７２０ －／約５８０／約６００ 

実使用時間（時間）※１ 約７６．９ 約８８．２ 未定 

メインディスプレイ 

（サイズ、ドット数［横×縦通称］、 

種類、発色数） 

約５．０インチ 

１０８０×１９２０ 

フルＨＤ 

ＴＦＴ液晶（ＩＧＺＯ） 

１６７７万色 

約５．０インチ 

１０８０×１９２０ 

フルＨＤ 

ＴＦＴ液晶（ＷｈｉｔｅＭａｇｉｃ™） 

１６７７万色 

約４．３インチ 

７２０×１２８０ 

ＨＤ 

ＴＦＴ液晶（トリルミナス ディスプレイ 

ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ） 

１６７７万色 

バッテリ－容量 ３０００ｍＡｈ ３２００ｍＡｈ ２３００ｍＡｈ 

ＲＯＭ／ＲＡＭ ３２ＧＢ／２ＧＢ ３２ＧＢ／２ＧＢ １６ＧＢ／２ＧＢ 

外部メモリ 

（最大対応容量） 

ｍｉｃｒｏＳＤ 

（２ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＨＣ 

 （３２ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ 

（６４ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤ 

（２ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＨＣ 

 （３２ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ 

（６４ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤ 

（２ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＨＣ 

 （３２ＧＢ） 

ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ 

（１２８ＧＢ） 

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１６３０万画素／約１５９０万画素 

裏面照射型 ＣＭＯＳ 

約２０７０万画素／約２０７０万画素 

裏面照射積層型 ＣＭＯＳ 

約２０７０万画素／約２０７０万画素 

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２１０万画素／約２１０万画素 

裏面照射型 ＣＭＯＳ 

約１３０万画素／約１２０万画素 

裏面照射型 ＣＭＯＳ 

約２２０万画素／約２１０万画素 

ＣＰＵ 

（チップ名／クロック） 

ＭＳＭ８９７４ 

（２．２ＧＨｚ クアッドコア） 

ＭＳＭ８９７４ＡＢ 

（２．３ＧＨｚ クアッドコア） 

ＭＳＭ８９７４ 

（２．２ＧＨｚ クアッドコア） 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ ４．２ Ａｎｄｒｏｉｄ ４．４ Ａｎｄｒｏｉｄ ４．４ 

「Ｘｉ」（クロッシィ） 

（ＬＴＥ） 
１５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ １５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ １５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ 

ＶｏＬＴＥ※２ － ○ － 

ＬＴＥ対応周波数帯 

（２ＧＨｚ／１．７ＧＨｚ／１．５ＧＨｚ／   

８００ＭＨｚ） 

（○／○／○／○） （○／○／○／○） （○／○／○／○） 

ＦＯＭＡ®ハイスピ－ド 

（ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡ） 
１４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ １４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ １４Ｍｂｐｓ／５．７Ｍｂｐｓ 

Ｗｉ－Ｆｉ（無線ＬＡＮ） 

（１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ／ａｃ 

（Ｗｉ－Ｆｉテザリング同時接続台数） 

○ 

（○／○／○／○／○） 

（１０台） 

○ 

（○／○／○／○／○） 

（１０台） 

○ 

（○／○／○／○／○） 

（１０台） 

ＧＰＳ／オートＧＰＳ（◎は海外対応） ◎／○ ◎／○ ◎／○ 

赤外線通信 － ○ － 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ ○（４．０） ○（４．０） ○（４．０） 

ワンセグ／フルセグ（◎は録画対応） ◎／◎ ◎／◎ ◎※３／－ 

防水／防塵 
○／－ 

（ＩＰＸ５、７） 

○／－ 

（ＩＰＸ５、８） 

○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ５Ｘ） 

おくだけ充電 － － － 

色 

Ｓｉｌｋｙ Ｗｈｉｔｅ 

Ｓｉｌｋｙ Ｐｉｎｋ 

Ｓｉｌｋｙ Ｂｌａｃｋ 

Ｇｏｌｄ 

Ｗｈｉｔｅ 

Ｒｅｄ 

Ｌａｖｅｎｄｅｒ 

Ｗｈｉｔｅ 

Ｇｒａｙ Ｂｌａｃｋ 

Ｏｒａｎｇｅ 

製造メ－カ－ シャ－プ株式会社 富士通株式会社 
ソニ－モバイル 

コミュニケ－ションズ株式会社 

  



※１ 「一般に想定されるスマートフォンの利用（Ｗｅｂ閲覧、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 ２０１４年６月下旬以降、順次提供予定のソフトウェアアップデートにより対応いたします。 

※３ 外付けのアンテナケーブル（同梱）が必要です。 

 

＊「トリルミナス」は、ソニー株式会社の登録商標です。 

＊「ＷｈｉｔｅＭａｇｉｃ」は株式会社ジャパンディスプレイの商標です。 

＊「ＩＧＺＯ」は、シャープ株式会社の登録商標です。 
＊「Ｗｉ－Ｆｉ」は、Ｗｉ－Ｆｉ Ａｌｌｉａｎｃｅ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。 
＊「おくだけ充電」「ＦＯＭＡ」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。 

 
＜Ｘｉについて＞ 
・受信時最大１５０Ｍｂｐｓは、東名阪の一部地区に限ります。 
・受信時最大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。 
 
＜ドコモメールについて＞ 
・ｉモードの一部サービスはご利用になれません   
・ご利用には、「ｓｐモード」の契約｛月額使用料３００円（税抜）｝が必要です、また、ドコモメールアプリのダウンロードが必要となります。 
・ｉモードの解約とｓｐモード契約のお申込を同時に行う場合に限り、ｉモードのメールアドレスの引継ぎが可能です。 
・家族間無料メールには非対応です。 
 
＜からだの時計について＞ 
・「からだの時計 WM」はドコモ・ヘルスケア株式会社が健康支援サ－ビスです。 
・ご利用には、月額３００円（税抜）のサ－ビス利用料がかかります。 
・「からだの時計 WM」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。 
 
＜カラダのキモチについて＞ 
・「カラダのキモチ」はドコモ・ヘルスケア株式会社が提供する女性向け健康支援サ－ビスです。 
・ご利用には、月額３００円（税抜）のサ－ビス利用料がかかります。 
・「カラダのキモチ」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。 

 
＜Ｘｉ対応機種のＷｉ－Ｆｉテザリングについて＞ 
・ご利用にはｓｐモ－ドのご契約｛月額使用料３００円（税抜）｝が必要です。  
・テザリング利用時は、通信料が高額になる場合がありますので、「Ｘｉパケ・ホ－ダイ フラット」などのパケット定額サ－ビスへのご加入を強くおすすめします。 
・テザリングを利用してインタ－ネットに接続した場合、ご利用の環境によっては外部機器においてアプリケ－ション（ブラウジング・ゲ－ムなど）が正常に動作 
しない場合があります。 

・初期設定では、外部機器とスマ－トフォン・タブレット間でパスワ－ドなどのセキュリティは設定されていません。任意のパスワ－ドなどの設定をおすすめします。 
 
＜ｓｐモ－ドについて＞ 
・ご利用には、月額使用料３００円（税抜）が必要です。  
・コンテンツ決済サ－ビスについては、サ－ビスに対応したコンテンツに限ります。 
・ｓｐモ－ドメ－ルは、ｉモ－ドの解約とｓｐモ－ド契約のお申込を同時に行う場合に限り、 ｉモ－ドのメ－ルアドレスの引継ぎが可能です。 
・ｓｐモ－ドメ－ルは家族間無料メ－ルには非対応です。 
・電話帳バックアップサ－ビスのご利用にはドコモバックアップアプリの初期設定が必要です。バックアップ可能なデ－タには制限があります。  
 
＜ｍｉｃｒｏＳＤＸＣについて＞ 
・ｍｉｃｒｏＳＤＸＣカ－ドは、ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ対応機種でのみ使用できます。 
 
 
 


