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Ｍｉｄｎｉｇｈｔ Ｂｌａｃｋ 

想像を超えてくる手書き体験を。
ペン１本で。 ＳＣ‐０１Ｋ 

Ｍａｐｌｅ Ｇｏｌｄ 
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１ 

２ 

３ 

「手帳とノートが手放せない方」も納得。 

■ ペンを取り出しすぐメモ。筆跡が送れる「ライブメッセージ」で楽しく、新しいコミュニケーションが可能。 

■ ペン先０．７ｍｍの細さによる本物のボールペンのような書き心地。書き貯めたメモを簡単に検索。Ｓペンで「てがき翻訳」が更に使いやすくなり、
海外でも簡単にコミュニケーションが出来る。 

■ 充実のＳペン機能搭載 

   ・画面上の文章もカンタンに翻訳出来る。 

   ・ＧａｌａｘｙＮｏｔｅｓでは自分の書いた文字を補正可能。 

   ・画面上の画像・記事に追記したい時にすぐ書き込むことが出来るキャプチャ手書き。 

■ デジタル一眼レフ技術搭載。また、２つのカメラともに光学手ブレ補正により、ズーム時もキレイに撮影出来る。 

■ デジタル一眼レフカメラで撮影したような「ぼかし」撮影がカンタンに撮れる。また、撮影後でも「ぼかし」加工が可能。照明が暗いレストラン・夜景
も設定要らずに明るく撮れる、Ｆ値１．７レンズ搭載。 

■ 電源ボタン２度押しで、画面ロック中でもカメラ起動が可能。ジェスチャーや声で撮影可能なため、画面タップせずにシャッターが切れる。さまざま
なエフェクト効果による、楽しく撮影が出来るリアルタイムフェイスフィルター機能搭載。 

デュアルカメラが大事な瞬間を逃がさない。 

■ ６．３インチ大画面、ＲＡＭ６ＧＢ、３，３００ｍＡｈの大容量電池、受信時最大７８８Ｍｂｐｓ※１対応により、動画視聴・ゲームの日常操作が快適。 

■ １タップで２つのアプリがカンタンに起動可能、マルチウィンドウの「ながら」体験が６．３インチ大画面で実現。 

   大画面ながら手の中におさまる狭額な有機ELが驚くほど鮮やかな映像体験を。 

■ 顔・虹彩・指紋の３つの選べる生体認証搭載により、お客様のシチュエーションによって生体認証の選択が出来る。 

※１ 受信時最大７８８Ｍｂｐｓは東名阪の一部地域に限ります。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。 

誰もが満足できるハイスペックモデル。 

ＳＣ‐０１Ｋ 
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Ｃｈａｍｐａｇｎｅ Ｇｏｌｄ Ｖｅｌｖｅｔ Ｂｌａｃｋ 

高画質ＩＧＺＯとあんしんの基本性能。 
長く付き合える新定番。 

Ｆｒｏｓｔ Ｌａｖｅｎｄｅｒ Ｓｉｌｋｙ Ｗｈｉｔｅ 
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１ 

２ 

３ 

ＡＱＵＯＳならではの美しいＩＧＺＯディスプレイ。 

■ 高精細なフルＨＤ ＩＧＺＯ液晶ディスプレイを搭載。驚きのきめ細やかさで表示し、写真や文字もくっきり見やすい。 

 

■ 液晶テレビＡＱＵＯＳの技術を受け継いだリッチカラーテクノロジーモバイルで、写真や動画をより鮮やかに実物に近い色味で表示できる。 

 

■ ブルーライトを抑えた目に優しいリラックスビュー。また、就寝時間に近づくと自動的に切り替わるリラックスオートを搭載。 

■ キッチンなどでもあんしんの防水・防塵※１性能。水濡れに強いタッチパネルなので、画面に水滴がついても快適に操作できる。 

 

■ 省電力なＩＧＺＯだから、あんしんの電池持ち。動作や機能を一部制限して、電池を長持ちさせる長エネスイッチも搭載。 

 

■ ３ＧＢのＲＡＭで動作もサクサクでストレスなく操作できる。３２ＧＢのＲＯＭでアプリや写真をたくさん入れられる。 
※１ 防水性能ＩＰＸ５／８、防塵性能ＩＰ６Ｘに対応。 

画面が濡れても快適。あんしんの防水と電池持ち。 

■ 背面はソフトな質感で指紋の付きにくい仕上げ。ラウンド形状と側面のエッジ部分が手にフィットして持ちやすい。 

 

■ 落ち着いた４色のカラーバリエーションで自分らしく使える洗練されたデザイン。ディスプレイ面には強化ガラスを使用し、摩擦によるキズがつき
にくく美しさが長持ち。 

 

■ 指紋センサーを本体前面に配置し、触れるだけで画面ＯＮ＆ロック解除。机に置いたままでもワンタッチで使い始められる。また、ホームキーと
しても使用可能。 

心地よい質感と手にフィットするデザイン。 
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Ｍｏｏｎｌｉｔ Ｂｌｕｅ 

先進カメラや３Ｄ撮影で、 
一瞬の動きや驚きをこの一台に。 

Ｂｌａｃｋ Ｖｅｎｕｓ Ｐｉｎｋ 

ＳＯ‐０１Ｋ 

Ｗａｒｍ Ｓｉｌｖｅｒ 
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１ 

２ 

３ 

Ｍｏｔｉｏｎ ＥｙｅＴＭカメラできれいな写真が撮れる。 

■ 撮りたい瞬間、思いがけない瞬間を撮り逃さない「先読み撮影」。シャッターを押すと、最大４枚の写真を記録。シャッタータイミングが遅れても 
ベストショットを選んで残せるので、動きのある被写体や笑顔の撮影には最適。 

■ 約０．２秒の一瞬を、約６秒のスロー映像として再生する驚きの９６０ｆｐｓの「スーパースローモーション」。日常の何気ないシーンやスポーツの 
一コマやペットの動きなどが印象的な映像に。 

■ 新機能の「オートフォーカス連写」を搭載し、走っている子供やペットもボケずに連写が可能に。また、加えて大型ピクセルのイメージセンサーを
採用し、取り込む光の量が多いので暗いところでもさらに明るく、きれいに撮影できる。 

■ ソニー独自開発の「３Ｄクリエーター」アプリで、人の顔や食べ物などを３６０°スキャンし、３Ｄデータとして保存。スマホのカメラのみで、     
ガイダンスに従って、簡単に撮影可能。 

■ 撮影した３Ｄデータをアバターとして画面内に表示させて、写真や動画を撮影できる。撮影した動画などは、ＳＮＳに投稿、シェアして楽しめる※１。 

■ 撮影した３Ｄデータを壁紙設定したり、自作のマチキャラを待ち受け画面に表示し楽しめる。３Ｄプリントでオリジナルフィギュアの作成もできる※１。 

※１ 一部機能については別途アプリのアップデートや設定が必要な場合があります。 

スマートフォンで３Ｄ撮影を存分に楽しめる。 

■ 最先端のＣＰＵ、４ＧＢのＲＡＭ、６４ＧＢのＲＯＭに最新のＡｎｄｒｏｉｄ™ ８．０を搭載。高速ネットワーク、４×４ ＭＩＭＯに対応し、最大受信速度が 
７８８Ｍｂｐｓ※２に。動画のストリーミングやハイレゾ音源のダウンロードがサクサク快適。 

■ 自然な明暗差と奥行き感を映し出すＨＤＲ対応ディスプレイを搭載。また、臨場感あふれるハイレゾ音源の再生に対応。フロントスピーカーの 
音量を５０％アップ※３。高画質、高音質でエンタテインメントをこの１台に。 

■ 背面、両側面に同じメタル素材を使用し、見た目の美しさ、触り心地の良さを追求。７．４ｍｍに薄型化し、一体感のある造形美あふれる形状を
実現。 

※２ 受信時最大７８８Ｍｂｐｓは東名阪の一部地域に限ります。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。 
※３ Ｘｐｅｒｉａ ＸＺｓ ＳＯ‐０３Ｊとの比較。 

Ｘｐｅｒｉａ™ならではの機能とデザインの進化。 

ＳＯ‐０１Ｋ 
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Ｗｈｉｔｅ Ｓｉｌｖｅｒ 

先進機能と使いやすさを兼ね
備えた極上コンパクトモデル。 ＳO‐０２Ｋ 

Ｔｗｉｌｉｇｈｔ Ｐｉｎｋ Ｈｏｒｉｚｏｎ Ｂｌｕｅ Ｂｌａｃｋ 
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１ 

２ 

３ 

コンパクトなボディーに最先端ＣＰＵを搭載。 

■ 最先端のＣＰＵと最新のＡｎｄｒｏｉｄ ８．０を搭載。４ＧＢのＲＡＭで複数のアプリを立ち上げてもスピーディーに動作。機能に妥協せず、手のひらに
収まるコンパクトサイズを実現。 

■ 高速ネットワークに対応し、最大受信速度６４４Ｍｂｐｓ※１で、動画のストリーミングやハイレゾ音源のダウンロードがサクサク快適。 

■ ユーザーの生活リズムに合わせて充電時間を調節する「いたわり充電」と、充電の最適化技術によりバッテリーの長寿命化を実現。２年たっても
快適に使える。 

※１ 受信時最大６４４Ｍｂｐｓは東名阪の一部地域に限ります。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。 

■ 約０．２秒の一瞬を、約６秒のスロー映像として再生する驚きの９６０ｆｐｓの「スーパースローモーション」。日常の何気ないシーンやスポーツの 
一コマやペットの動きなどが印象的な映像に。 

■ 撮りたい瞬間、思いがけない瞬間を撮り逃さない「先読み撮影」。シャッターを押すと、最大４枚の写真を記録。シャッタータイミングが遅れても 
ベストショットを選んで残せるので、動きのある被写体の撮影に最適。 

■ 新機能の「オートフォーカス連写」を搭載し、走っている子供やペットもボケずに連写が可能に。また、大型ピクセルのイメージセンサーを採用し、
取り込む光の量が多いので暗いところでもさらに明るく、きれいに撮影できる。 

一瞬の動きを捉えるＭｏｔｉｏｎ Ｅｙｅ™カメラ。 

■ 約８００万画素のインカメラは、超広角撮影が可能に。大人５人の横並びや大人数でのグループセルフィー、広大な背景も一緒におさめて撮影で
きる。 

■ ソニー独自開発の「３Ｄクリエーター」アプリで、人の顔や食べ物などをガイダンスに従って、簡単に３Ｄデータとして保存。３Ｄデータは壁紙や  
マチキャラに設定したり、写真や動画を作成し、ＳＮＳでシェアなど、楽しみ方無限大※２。 

■ 音の広がりや奥行き、臨場感まで楽しめるハイレゾ音源が再生できる高音質オーディオ。ソニーの高音質技術を結集したＤＳＥＥ ＨＸにより、ＣＤ
やＭＰ３等の圧縮音源もハイレゾ相当の高音質に。また、フロントステレオスピーカーの音量も約５０％アップ※３。 

※２ 一部機能については別途アプリのアップデートや設定が必要な場合があります。 

※３ Ｘｐｅｒｉａ Ｘ Ｃｏｍｐａｃｔ ＳＯ‐０２Ｊとの比較。 

進化したインカメラとオーディオで楽しさを創出。 

ＳO‐０２Ｋ 



11 

Ｇｒａｙ Ｂｌａｃｋ 

シンプルで使いやすい。 
高品質スマホ、ＭＯＮＯ。 

ＭＯ‐０１Ｋ 

Ｗｈｉｔｅ 
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１ 

２ 

３ 

優れた基本性能と防水※１で、日々の操作が快適。 

■ 高性能ＣＰＵと３ＧＢのＲＡＭ、高感度タッチパネルで、ストレスなく快適に操作できる。２，８００ｍＡｈバッテリー搭載で、長時間の使用も安心。 

 

■ ３２ＧＢのＲＯＭを搭載。十分なメモリ容量で、画像や動画をたくさん保存したり、容量が大きいアプリをダウンロードしても安心。 

 

■ キャップレス防水対応でキッチンなどでも水濡れを気にせず使える。充電時もキャップの開閉なしで快適。 
 

※１ 防水性能ＩＰＸ５／７に対応。 

■ マナーモードのＯＮ⇔ＯＦＦを画面を見ずに切り替えられる専用スイッチ搭載。映画や会議前にカチッで消音。 

 

■ ブルーライトカットモードを搭載。夜にスマートフォンを見る場合など、ブルーカットモードをＯＮで目にやさしい。 

 

■ すべての操作ボタンは本体右側面に。電源ボタンを二度押しすれば、カメラが立ち上がる“クイックスタート”も便利。 

マナーモードスイッチ搭載でワンタッチ消音。 

■ ポケットや手におさまりやすい幅６９ｍｍのコンパクトサイズ。また狭額縁の５インチＨＤディスプレイを搭載。ストラップホールも付いていてとても  
便利。 

 

■ 曲面強化ガラスを使用した、シンプルかつ温かみを感じるデザイン。飽きのこないモノトーンの白黒２色展開。 

 

■ シンプルながら丁寧に作り込んだ「ＭＯＮＯ」専用の着信音・アラーム音、壁紙、時計ウィジェットなどを搭載。 

シンプルかつ高品位な、手になじむデザイン。 

ＭＯ‐０１Ｋ 
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Ｍｏｓｓ Ｇｒｅｅｎ 

画面割れに強く※、指一本で 
あなたにぴったりの文字サイズ。 Ｆ‐０１Ｋ 

Ｂｌｕｅ Ｂｌａｃｋ 

※ 高さ１．５ｍから２６方向でコンクリートに落下させて画面が割れないことを確認する試験をクリア（２０１７年１０月１８日現在。富士通コネクテッドテクノロジーズ調べ）。 
  無故障・無破損を保証するものではございません。 

Ｉｖｏｒｙ Ｗｈｉｔｅ 
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１ 

２ 

３ 

指でなぞれば、あなたにぴったりの見やすさに。 

■ 電源ボタンを指でなぞるだけで、Ｗｅｂページや電子書籍、ドキュメントなどの小さい文字を自分にぴったりのサイズに自由自在に調節できる、
新センサー「Ｅｘｌｉｄｅｒ」を搭載。 

■ 「Ｅｘｌｉｄｅｒ」をなぞって止めるだけで、ニュースやＳＮＳ、アルバムの写真一覧など、縦長のコンテンツをスマートに閲覧できる。 

■ 「Ｅｘｌｉｄｅｒ」はカメラのズームにも対応。指一本でスムーズにズーム調整ができる。 

■ 画面割れへの強さを実現する独自構造が進化。耐久性と美しいデザイン性を両立する、ＮＥＷ ＳＯＬＩＤ ＳＨＩＬＥＤ構造。１．５ｍの高さから  
コンクリートへの落下試験を実施し、確かな頑丈さを実証。 

■ 背面には耐傷性に優れた新コーティングを採用。傷つきにくく、キレイな状態で、長く安心して使える。 

■ さまざまなシーンでいつでも安心して使える、ＭＩＬ規格２３項目※２に準拠。 

※１ 高さ１．５ｍから２６方向でコンクリートに落下させて画面が割れないことを確認する試験をクリア（２０１７年１０月１８日現在。富士通コネクテッドテクノロジーズ調べ）。無故障・無破損を保証
するものではございません。 

※２ 米国国防総省の調達基準（ＭＩＬ‐ＳＴＤ‐８１０Ｇ）の２３項目、落下、衝撃、浸漬、粉塵（６時間風速有り）、粉塵（７２時間）、塩水噴霧、湿度、太陽光照射（連続）、太陽光照射（湿度変化）、 
振動、風雨、雨滴、高温動作（６０℃固定）、高温動作（３２～４９℃変化）、高温保管（７０℃固定）、高温保管（３０～６０℃変化）、低温動作（‐２０℃固定）、熱衝撃、低温保管（‐３０℃固定）、
低圧保管、低圧動作、氷結（‐１０℃氷結）、氷結（‐１０℃結露）に準拠した試験を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証  
するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。 

画面割れにも傷にも強く※１、長く美しく使える。 

■ 虹彩＆指紋の２つの生体認証に対応し、利用シーンごとに最適な方法で認証可能。ＩＤやパスワードなどの面倒な情報も生体認証でカンタンに
呼び出せる。高いセキュリティと使いやすさを両立。 

■ 音響機器で業界をリードするＯｎｋｙｏとの共同チューニングにより、デジタルノイズや歪みの少ない高品位な音質を実現。また、ａｐｔＸ ＨＤに   
対応し、ハイレゾ音源をワイヤレスで楽しめる。 

■ 豊富な単語数と前後の文脈を理解するかしこい変換で、快適に文字が入力できる「Ｓｕｐｅｒ ＡＴＯＫ ＵＬＴＩＡＳ」を搭載。さらに、ａｒｒｏｗｓからの  
機種変更時もユーザ辞書や細かな設定を引き継げる。 

ａｒｒｏｗｓならではのこだわりの使い心地。 

Ｆ‐０１Ｋ 
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Ｂｌａｃｋ 

Ｚ‐０１Ｋ 想像を超える。無限の可能性。 
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１ 

２ 

３ 

２つのアプリを同時に使う※１、新しい便利さ。 

■ １つの画面で動画を見ながら、もう片方の画面で友達とチャットを楽しむなど、リアルタイムの楽しみ方がひろがる新スタイル。各画面で    
地図アプリとブラウザを同時に表示してお店探しをするなど、マルチタスクも快適。 

■ ２つの画面で別々のＷｅｂサイトを並べて表示することで、気になる情報を比較しながら見る事ができてマルチタスクも快適。二本指のスワイプ
で、画面間のアプリ移動もかんたん。 

■ 画面下部のナビゲーションバーのモード切替メニューをタップすれば、通常モード、ミラーモード、２画面モード、大画面モードの４つから    
かんたん切り替え。目的、用途に応じて手軽に変更できる。 

※１ ２つの画面で、それぞれ別のアプリを表示および操作することが可能ですが、一部利用できないアプリがあります。 

■ 高画質、フルＨＤディスプレイを２つ搭載。高い透過率により、反射を抑えたクリアかつ色鮮やかな表現を楽しめる。開いて使えば、６．８インチ
の大画面になり、画像や動画がよりワイドに楽しめる。 

■ スマホで雑誌や新聞などを読むときは、見開きのワイド画面で紙の雑誌を読んでいるような感覚に。１つの画面よりも、より多くの情報が表示 
されるので、読み返しやズームアップしたいエリアが見つけやすい。 

■ デュアルスピーカー＆映画館などで導入されているドルビーアトモスで、立体的な３Ｄサウンドが楽しめる。操作性にもこだわり、横向きで使え
ば片方の画面が“大画面キーボード”に。大きな表示で見やすく入力しやすい。 

“見開き”ワイド画面と３Ｄ高品質サウンド。 

■ Ｌ字に開いて横置きすれば安定したスタンドスタイルになり、向かい合って画面を見るのに便利。２つの画面に同じ内容を表示させるモードに  
対応し、同じ動画を楽しめる。 

■ Ｄｏｌｂｙ Ａｔｍｏｓに対応し、迫力のサウンドを楽しめる。２，９３０ｍＡｈのバッテリーで長時間使用もあんしん。急速充電の「Ｑｕｉｃｋ Ｃｈａｒｇｅ ３．０」
にも対応。 

■ Ｌ字に開いて縦置きすれば安定したスタンドスタイルで、三脚なしでも写真撮影ができる。セルフィー使用で、自分のゴルフスイングやダンスなど
を手軽に確認、撮影できる。カメラは高画質２０００万画素対応。 

タテでもヨコでも開けば安定スタンドスタイル。 

Ｚ‐０１Ｋ 
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Ａｕｒｏｒａ Ｂｌａｃｋ 

映像の革命を手のひらに。 
「Ｄａｙｄｒｅａｍ™※」対応有機ＥＬスマホ。 

Ｌ‐０１Ｋ 

Ｃｌｏｕｄ Ｓｉｌｖｅｒ 

※ 「Ｄａｙｄｒｅａｍ」はＧｏｏｇｌｅが提供するバーチャルリアリティ（ＶＲ）プラットフォームです。 
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１ 

２ 

３ 

Ｄａｙｄｒｅａｍ対応、有機ＥＬのリアルな映像。 

■ ６インチ大画面のフルビジョン（１８：９)有機ＥＬディスプレイ搭載。縦長の１８：９比率だから大画面でも幅を抑えて持ちやすく、２画面操作も快適。
表示色域が広い圧倒的な映像美を手のひらで楽しめる。 

■ ＧｏｏｇｌｅのＶＲプラットフォーム「Ｄａｙｄｒｅａｍ」対応。映画などをハンズフリー大画面で楽しむ「シアターモード」と、ゲーム、スポーツ等を楽しむ 
「３６０°モード」。多彩なＶＲコンテンツが楽しめる※１。 

■ ＶＲも音楽も写真も。すべての先進機能を快適に楽しめる大容量メモリ搭載。（ＲＡＭ４ＧＢ／ＲＯＭ１２８ＧＢ） 

※１ コンテンツの視聴には「Ｄａｙｄｒｅａｍ Ｖｉｅｗ」が必要です。 

■ 高級オーディオブランドＢ＆Ｏ ＰＬＡＹのエンジニアとサウンドマスターが音質をチューニング。Ｂ＆Ｏ ＰＬＡＹオリジナルイヤホン同梱で、映像も 
音楽もこれ一台で楽しめる。 

■ ＱｕａｄＤＡＣ搭載でノイズや歪みを削減。ハイレゾコンテンツはもちろん、ＶＲや動画視聴まで、すべてが本格サウンドで楽しめる。 

■ 新しいデコード技術ＭＱＡを搭載。従来のハイレゾ音源よりも大幅にファイルサイズを縮小、かつストリーミングでも高音質で楽しめる。 

臨場感あふれる迫力のサウンド。 

■ 動画撮影時もポイントズームで狙ったところに自在にズーム可能。独自のカラーグレーディング技術でまるで映画クオリティのムービーが撮れる。 

■ デュアルカメラ搭載でワイドな景色も隅々までゆがまずキレイに再現。ダイナミックな広角写真が撮れる。 

■ ガラス製の「クリスタルクリアレンズ」で光の透過率を高めてキレのある画像に。ドコモスマホ史上最小Ｆ値（１．６）※２で、どんな場所でも明るく  
クリアに撮れる。 

※２ ２０１７年１０月１８日現在。株式会社ＮＴＴドコモ調べ。  

驚異の高性能カメラで、映画みたいにきれいに撮れる。 

Ｌ‐０１Ｋ 
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Ｂｌａｃｋ 

セレブレーションイヤー特別モデル。 
時を超えて楽しむミッキーマウスの
世界。 

Ｐｉｎｋ Ｗｈｉｔｅ 

ＤＭ‐０１Ｋ 

©Ｄｉｓｎｅｙ 
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１ 

２ 

３ 

特別な端末とカバーをスペシャルＢＯＸでお届け。 

■ 未来を見つめるミッキーマウス＆ミニーマウスをイメージした特別な背面デザインにきらめくピクシーダスト。キャッスルにはミッキー＆ミニー 
に関連するアイテムが隠れています。 

■ これまでのミッキーの歩みを表現し、散りばめられたスワロフスキー® ・クリスタルが輝くディズニーオリジナルカバー付。 

   カバーウインドウでは時間や、メール受信・電話着信の確認もできる。 

■ セレブレーションエディションにふさわしい高級感あふれる特別デザインＢＯＸ。 

■ １９２８年から現在までのミッキーアニメーションの世界を感じられる９つのテーマ（デザインセット）を搭載。好きなテーマを選択すると、壁紙や
アイコンなどが まるごときせかえられる。カバーウィンドウや各アプリのデザインもテーマに応じて変化。 

■ 天気や予定、ディズニーマーケットの新着情報をまとめたディズニーのパネルを搭載。 

   テーマを変更するとデザインも変わる。 

いろんな時代のミッキーと仲間たちに会える特別コンテンツ。 

■ ３２ＧＢの容量であんしん。１００以上のアプリや３万以上のコンテンツがすべて無料※１※２。 

  東京ディズニーリゾート® をもっと便利に楽しめる限定コンテンツもたくさん。 

■ 長期利用でもっとお得。２６ヵ月以上ご利用のお客さまだけに限定プレゼントや特別コンテンツをご用意。東京ディズニーリゾート®チケットの   
プレゼントも。 

 

※１ ご利用の際は「ディズニーマーケット」への無料会員登録が必要になります。「ディズニーマーケット」登録には、ｓｐモード契約（月額３００円）が必要になります。別途パケット通信料がかかります。 

※２ 掲載のコンテンツはウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の提供コンテンツです。コンテンツをご利用の際、データ量が多くなり、比較的短時間で速度制限条件に達する場合があります。速度
制限下での動画コンテンツの視聴は困難ですので、無線ＬＡＮ（Ｗｉ‐Ｆｉ）でのご利用をおすすめします。配信タイトルは変更する場合があります。 

ユーザ限定コンテンツや特典が盛りだくさん。 

ＤＭ‐０１Ｋ 
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ＪＯＪＯ Ｗｈｉｔｅ 

Ｌ‐０２Ｋ ＪＯＪＯ 

©荒木飛呂彦＆ＬＵＣＫＹ ＬＡＮＤ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ／集英社 

「ジョジョの奇妙な冒険」 
３０周年記念スペシャルモデル 
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Ｒｏｓｓｏ（新色） 

世界初※１４Ｋ※２ ＨＤＲ対応。 
上質な美しさを放つプレミアムモデル。 

Ｌｕｍｉｎｏｕｓ Ｃｈｒｏｍｅ Ｄｅｅｐｓｅａ Ｂｌａｃｋ 

ＳＯ‐０４Ｊ 

※１ スマートフォンにおいて。２０１７年１０月１８日現在、各メーカーからの公式発表に基づく。ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社調べ。 
※２ 水平３８４０画素×垂直２１６０画素（ＳＩＤ規格に基づく） 
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１ 

２ 

３ 

４Ｋ※１ ＨＤＲ対応の映像美豊かなディスプレイ。 

■ 高精細な４Ｋ解像度に加え、輝度表現の幅が拡がり明暗を緻密に表現できるＨＤＲ動画に対応。人の視覚に近いリアリティ溢れる映像を再現。 

   また、ＨＤＲ対応コンテンツも複数登場。 

■ 豊かな色彩、高精細、高コントラストを極めたディスプレイ。自然な黒などの明暗表現に優れているだけでなく、ニュースサイトなどの文字も鮮明
で見やすい。 

■ ＤＡＺＮ ｆｏｒ ｄｏｃｏｍｏ※２やＹｏｕＴｕｂｅなどのストリーミングコンテンツも「４Ｋアップスケーリング」で高精細で美しい４Ｋ解像度に変換。細部まで 
美しく、鮮明な画像・映像で楽しめる。 

※１ 水平３８４０画素×垂直２１６０画素（ＳＩＤ規格に基づく） 

※２ Ｐｅｒｆｏｒｍ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄが提供する「ＤＡＺＮ」を、ドコモ所定の方法により視聴いただけるサービスです（ご利用の際には、「ＤＡＺＮ利用規約」に同意いただく必要があります）。 

■ 世界初※３のメモリ積層型イメージセンサー搭載により、９６０ｆｐｓの高速撮影を実現。通常ビデオ（３０ｆｐｓ）の約３２倍の「スーパースロー      
モーション」を実現。日常の何気ないシーンが、驚きの瞬間に。 

■ 撮りたい瞬間、思いがけない瞬間を撮り逃さない「先読み撮影」。シャッターを押すと、最大４枚の写真を記録。シャッタータイミングが遅れても 
ベストショットを選んで残せるので、動きのある被写体や笑顔の撮影には最適。 

■ 新機能の「オートフォーカス連写」を搭載し、走っている子供やペットもボケずに連写が可能に。また、加えて大型ピクセルのイメージセンサーを
採用し、取り込む光の量が多いので暗いところでもさらに明るく、きれいに撮影できる。 

※３ スマートフォンにおいて。２０１７年１０月１８日現在、各メーカーからの公式発表に基づく。ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社調べ。 

かつてない撮影体験を生む高画質なＭｏｔｉｏｎ Ｅｙｅ™カメラ。 

■ 鮮やかかつ艶やかで上品な「赤」ロッソを追加。一目で人々を魅了し、美しさとキレを合わせもつプレミアムならではのカラー。Ａｎｄｒｏｉｄ ８．０への
バージョンアップで３Ｄ撮影やカメラの新機能に対応。 

■ 最新の高速ネットワーク、４×４ ＭＩＭＯに対応し、最大受信速度が７８８Ｍｂｐｓに※５。動画のストリーミングやハイレゾ音源のダウンロードが快適。 

■ 最新・最先端のＣＰＵを搭載。４ＧＢのＲＡＭ、６４ＧＢのＲＯＭの大容量メモリでサクサクの使い心地。また不要なタスクを自動で削除する    
「スマートクリーナー」で快適に操作できる。 

※４ ＯＳバージョンアップは２０１７年１２月以降提供予定です。 

※５ 受信時最大７８８Ｍｂｐｓは東名阪の一部地域に限ります。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。 

新色ロッソが登場。Ａｎｄｒｏｉｄ™ ８．０対応※４で新機能を楽しめる。 

ＳＯ‐０４Ｊ 
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手になじむ感覚。 
一目でわかる上質。 

Ａｕｒｏｒａ Ｇｒｅｅｎ（新色） 

ＳＣ‐０４Ｊ 

Ｏｐａｌ Ｐｉｎｋ Ｉｎｄｉｇｏ Ｂｌａｃｋ Ｍｏｏｎ Ｗｈｉｔｅ 
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１ 

２ 

３ 

片手操作に最適な４．７インチ。 

■ 手になじむサイズ感を実現し、片手操作に最適。また、小さいカバンやポケットにもスッキリ入る。４．７インチで端末幅６７ｍｍ、薄さ８．３ｍｍの
スリム設計。 

■ メタル素材×２．５Ｄガラスにより見てすぐわかる上質感。カメラ部の突出を０ｍｍに抑えたことによる一体感。ホームキーが物理ボタンで、   
ソフトウェアボタンを表示する必要が無いため操作領域を最大限活用できる。 

■ ４．７インチ「なのに」基本機能である「防水／防塵※１・指紋認証・ワンセグ・おサイフケータイ」は全て搭載しているため、安心してご利用が可能。
ストラップホールもあり使い方や個性が広がる。 

※１ 防水性能ＩＰＸ５／８、防塵性能ＩＰ６Ｘに対応。 

■ 撮影が楽しくなる充実のカメラ機能。人気の「フィルター」、「コラージュ」機能が最初から搭載されているため、“簡単”に“設定要らず”で楽しく
撮影が可能。また、自分に自信がつく「美顔モード」も最初から搭載。 

■ 撮った写真がカンタンに編集可能。ギャラリーの編集で「ぼかし」や「シール」等の加工機能がデフォルト搭載なので、設定いらずで、簡単に、
楽しく、写真の加工が可能。 

■ なかなか上手く撮れない暗い場所での綺麗な撮影が、「フロントフラッシュ」＋「アウト／イン両方Ｆ値１．９」により実現。どんな写真もＳｕｐｅｒ  
ＡＭＯＬＥＤ（有機ＥＬディスプレイ）搭載で豊かな色彩を表現。 

撮りたい写真が“設定要らず”で”簡単”に。 

■ ３，０００ｍＡｈ大容量バッテリーを４．７インチ・薄さ８．３ｍｍに搭載。また、電池持ち時間約１７０時間の実現により、長時間安心して利用可能。
急速充電に対応し、約１１０分でフル充電が可能なため、すぐに楽しむことが出来る。 

■ 生活スタイルにあわせて使い分けできる多彩な省電力モードを搭載。電池持ちの不安を解消。 

■ 画面ＯＦＦ状態でも時間や日付を確認できる「Ａｌｗａｙｓ Ｏｎ Ｄｉｓｐｌａｙ」機能搭載。都度都度の時間確認のための画面点灯動作による電池消費
が削減可能。 

※２  ２０１７年１０月１８日現在。株式会社ＮＴＴドコモ調べ。 

ドコモスマホ「４インチ台最大※２」電池容量。 

ＳＣ‐０４Ｊ 
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ドコモ らくらくホン 



27 

らくらくスマートフォン ｍｅ 
           Ｆ‐０３Ｋ 

初めてでもあんしんらくらく。
スマートフォンデビュー。 

ドコモ らくらくホン 

ブルー ゴールド ピンク ブラック 
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ドコモ らくらくホン 

１ 見やすい、聞きやすい、使いやすい。 

■ 文字やボタンの大きさ、見やすさ、分かりやすいレイアウトなどさまざまな視点から開発したこだわりの独自メニューを搭載。できることがひと目
で分かり、見たまま操作できるから、迷わず使える。 

■ 文字入力もかんたん。様々な文字を２タッチで入力できる「らくらく２タッチ入力」や、長文を一括変換できるかしこい変換機能ですばやく文章を
作成できる。「ＵＤ新丸ゴ」フォント搭載でさらに見やすい。 

■ 周囲の環境に合わせて聞きやすさと話しやすさを自動調整する独自技術と、「ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋）」に対応で、周囲の環境が騒がしくても、高品質
で雑音の少ない通話が可能。 

２ 長くお使いいただくためのサポートも充実。 

３ カメラもインターネットも使いやすくて便利。 

■ 専門アドバイザーが操作方法などをやさしく教えてくれる「らくらくホンセンター」。ボタンを押すだけですぐにつながり、無料で利用可能。    
いつでも詳しく使い方を参照できる「かんたん操作ガイド」も同梱。 

■ 万一の事態を抑止する「迷惑電話対策機能」や、特定のメールを読む前に注意喚起を行う「らくらく迷惑メール判定」など、よく使う基本機能にも
安心のこだわり。らくらくシリーズならではの専用機能を搭載。 

■ 防水・防塵※１に加え、厳しい耐久試験※２をクリアし、日常使いをはじめ、豪雨や登山などのさまざまなシーンであんしんして使える。もちろん 
ワンセグ、おサイフケータイなどの定番機能も搭載。 

※１ ＩＰＸ５／８防水、ＩＰ６Ｘ防塵対応。 

※２ 米国国防総省の調達基準（ＭＩＬ‐ＳＴＤ‐８１０Ｇ）の１４項目、耐衝撃（落下）、防水（浸漬）、防塵、塩水耐久、防湿、耐日射、耐振動、防水（風雨）、高温動作（６０℃固定）、高温保管（７０℃固定）、低温動作（‐２０℃  
固定）、低温保管（‐３０℃固定）、低圧保管、低圧動作に準拠した試験を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、    
無破損・無故障を保証するものではありません。 

■ １３１０万画素カメラで、人の笑顔も風景も、かんたんキレイに撮影。年齢に応じて見やすく調整する「あわせるビュー」や、鮮やかな発色の   
有機ＥＬディスプレイで、感動的なキレイさを体験できる。 

■ よく使う検索ボタンや、ブックマークボタンが常に表示されており、かんたんにインターネットが楽しめる直感的な専用ブラウザを搭載。気になる
言葉や便利な情報をすぐに表示できる「らくらくワンタッチ検索」も。 

■ ＧｏｏｇｌｅＰｌａｙ™でのアプリ追加はもちろん、「やりたい」が見つかる、便利で楽しいアプリをご用意。仲間と気軽に交流できる「らくらくコミュニティ」
や「脳力ストレッチング」なども無料で使える。 

らくらくスマートフォン ｍｅ Ｆ‐０３Ｋ 
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話しかける、ペンで書ける。 
楽しさあふれる便利なタブレット。 

Ｂｌａｃｋ Ｏｆｆ Ｗｈｉｔｅ 

Ｆ‐０２Ｋ 
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１ 手書きの楽しさ再発見。「書ける」タブレット。 

■ 滑らかな書き心地のスマートスタイラスペンが付いてくる。加えた力の強弱によって繊細な線から太く力強い線まで、自在に書き分けられる。
自分の思いをすべて表現できる。 

■ ひらめいたアイディアや、覚えておきたいことをスグに書き留めたい。ロック画面から認証操作なしで素早くメモが書ける。日記や会議メモ、 
レシピ帳作りなど使い方は自由。ノートや手帳代わりになるタブレット。 

■ タブレットとスマートスタイラスペンがあれば、イラストの制作や、旅行先でのスケッチ、漫画のネーム作りなど、あなたのクリエイティビティを
簡単に形にできる。 

３ タブは道連れ。プライベートから仕事まで大活躍。 

■ 料理中や慌ただしい朝の支度中などの手が離せない場面でも、タブレットに話しかけるだけで料理のレシピ検索や、天気予報を調べたり、  
音楽再生などの操作ができる。 

■ 画面が消えても「会話モード」で話しかければすぐに反応してくれる※１。周囲が騒がしくても、あなたが話した言葉をしっかり聞き取ってくれる。 

■ 音楽を楽しんでいる時も、ジェスチャーで音量を変えたり、話しかけて別の楽曲を探したり、タブレットを触らなくても離れた場所から操作できる。 

※１ 事前にご利用する音声アプリでの設定が必要になります。 

■ 高速通信対応で、どこでも快適にアプリやＷｅｂをダウンロードできる。ＭＩＬ規格１４項目準拠※２の厳しい耐久試験をクリアしているから、旅先で
も安心して活用できる。 

■ 超高精細ディスプレイと、独自の映像処理エンジンで、最高に美しい映像を楽しめる。ｇｒｉｐ ｅｄｇｅで壁に立てかければ、そこが自分だけの   
シアターに早変わり。 

■ 複数のアプリを同時に表示できるマルチウィンドウに対応。４ＧＢのＲＡＭと８コアのパワフルなＣＰＵで、同時にいろいろな作業がサクサク   
動かせる。 

※２  米国国防総省の調達基準（ＭＩＬ‐ＳＴＤ‐８１０Ｇ）の１４項目、落下、浸漬、粉塵、塩水噴霧、湿度、太陽光照射、振動、風雨、高温動作（６０℃固定）、高温保管（７０℃固定）、           
低温動作（‐２０℃固定）、低温保管（‐３０℃固定）、低圧保管、低圧動作に準拠した試験を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を 
保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。 

２ 話しかければ応えてくれる、私のパートナー。 

Ｆ‐０２Ｋ 
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ｄｔａｂ待望の初防水※対応。 
大画面かつシンプルで使いやすい。 

Ｇｏｌｄ 

Ｓｉｌｖｅｒ 

ｄ‐０１K 

※ ＩＰＸ５／７対応。 
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１ 大画面１０．１インチ。防水※１でさらにあんしん。 

■ キッチンでも、アウトドアでも、安心して使える防水防塵※２機能。 

■ ノイズレスですっきりとした、洗練されたシンプルデザイン。さらに、ｄｔａｂ１０インチクラス初のゴールドカラー登場。 

■ ＷＵＸＧＡの高精細ディスプレイでマルチウィンドウ対応。２画面を並べて使える。大画面だからこそ、さらに見やすい。 

※１ ＩＰＸ５／７対応。 

※２ ＩＰ６Ｘ対応。 

３ 迫力のサウンドで、テレビ※３まで楽しめる。 

■ ｄｔａｂ初のシンプルなホーム画面搭載。見やすくて、わかりやすい画面で、初めてタブレットを使う方もあんしん。 

■ ドコモシンプルマイクと合わせて使用することで、手が離せない時でも話しかけるだけで料理レシピや天気予報が大画面で見れる。 

■ 指紋センサーに登録した指を触れるだけで瞬時に起動。使いたい時にすぐ使える快適さ。指紋認証でドコモのサービスもアカウント入力いらず。 

■ 地デジチューナー搭載で、お気に入りの番組をいつでも大画面で楽しめる。 

■ 世界的なオーディオブランドＨａｒｍａｎ Ｋａｒｄｏｎによるサウンドチューニングと、クアッドスピーカーで進化した迫力サウンド。動画や音楽を   
さらに楽しく。 

■ ｄｔａｂ初のＰＲＥＭＩＵＭ ４Ｇ®対応。さらに大きくなった３ＧＢのＲＡＭと３２ＧＢのＲＯＭストレージで、いつでもお好みのコンテンツを楽しめる。 

※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。 

２ 使いやすい、シンプルなホーム画面と指紋認証。 

ｄ‐０１K 
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内容 
対象期間中に店頭またはオンラインショップでＧａｌａｘｙ Ｎｏｔｅ８をご購入いただき、キャンペーンサイトから応募されたお客様の 
中から抽選で８８８名様にＧｅａｒ ３６０をプレゼントいたします。 
なお、Ｇａｌａｘｙ Ｎｏｔｅ８の事前予約で当選確率が２倍になります。 

対象者 対象期間中に店頭またはオンラインショップでＧａｌａｘｙ Ｎｏｔｅ８をご購入いただき、キャンペーンサイトより応募されたお客様 

実施期間 

■予約期間：予約開始日～販売開始前日 
■購入期間：販売開始日～２０１７年１１月３０日（木） 
■応募期間：販売開始日～２０１７年１２月６日（水） 
※ドコモオンラインショップをご利用のお客様の予約対象期間は、予約開始日～発売日３日前となります。 
※ドコモオンラインショップでご購入の場合、購入対象期間は事前購入手続き日～２０１７年１１月３０日（木）となります。 

応募方法 
①対象期間中、店頭またはオンラインショップでＧａｌａｘｙ Ｎｏｔｅ８を購入 
②応募期間中、お客さま情報をキャンペーンサイトより入力 
③応募完了メールを受け取る 

当選通知 商品の発送をもって代えさせていただきます。 

賞品お渡し ２０１７年１２月下旬以降発送予定 

その他 
注意事項 

・対象期間内のご予約１回線あたり１回のみ適用となります。キャンペーンサイトでのご応募が必要です。 
・本キャンペーンはＧａｌａｘｙ Ｎｏｔｅ８の全てのカラーバリエーションが対象です。 

賞品 
イメージ 

◆Ｇａｌａｘｙ Ｎｏｔｅ８ ＳＣ‐０１Ｋ購入キャンペーン 
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内容 
①Ｘｐｅｒｉａ™ ＸＺ Ｐｒｅｍｉｕｍ（Ｒｏｓｓｏ）をご購入のお客様の中から 
 先着１０，０００名様に卓上ホルをダプレゼントいたします。 

②Ｘｐｅｒｉａ™ ＸＺ Ｐｒｅｍｉｕｍをご購入のお客様の中から 
 抽選で５００名様に赤い商品を集めたカタログギフト５０，０００円相当 
 をプレゼントいたします。 

対象者 
購入期間中にドコモのＸｐｅｒｉａ™ ＸＺ Ｐｒｅｍｉｕｍ ＳＯ‐０４Ｊ 
（Ｒｏｓｓｏ）をご購入後、キャンペーンサイトにて応募したお客様 

購入期間中にドコモのＸｐｅｒｉａ™ ＸＺ Ｐｒｅｍｉｕｍ ＳＯ‐０４Ｊ（Ｒｏｓｓｏを含む
全色）をご購入後、キャンペーンサイトにて応募したお客様 

実施期間 
■購入期間：２０１７年１０月２７日（金）～２０１８年１月８日(月) 
■応募期間：２０１７年１０月２７日（金）～２０１８年１月１４日(日) 

応募方法 Ｘｐｅｒｉａ™ ＸＺ Ｐｒｅｍｉｕｍより専用のキャンペーンサイトへアクセスして応募 

当選通知 応募完了画面にて通知 事前に登録したメールアドレスへ２０１８年１月下旬以降にメール通知 

賞品お渡し ２０１８年１月中旬以降発送予定 ２０１８年２月上旬以降発送予定 

その他 
注意事項 

応募は購入いただいたＸｐｅｒｉａ™ ＸＺ Ｐｒｅｍｉｕｍ ＳＯ‐０４Ｊからのみで、ご購入１回線あたり１回のみ。 

賞品 
イメージ 

※商品の一部であり、画像はイメージです。 

◆Ｘｐｅｒｉａ™ ＸＺ Ｐｒｅｍｉｕｍ ＳＯ‐０４Ｊ購入キャンペーン 
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＜ＬＴＥについて＞ 
※受信時最大７８８Ｍｂｐｓ、６４４Ｍｂｐｓは東名阪の一部地地域に限ります。 
※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ーやキャップ（外部接続端子カバー）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。 
 
＜お風呂での使用について＞ 
※メーカー独自の試験基準に基づき高湿度条件化（浴室など）で利用できることを確認しておりますが、次の点に注意しご利用ください。 
※せっけんやシャンプー、入浴剤の入った水など水道水以外のものをかけたり、水道水以外のものに浸けたりしないでください。それらが付着してしまった場合、直ちに      
  常温の水道水で 洗い流してください。 
※湯船（温水）に浸けたり、落下させたりしないでください。誤って落下させてしまった場合は、直ちに取り出してください。 
※湿気の多い場所に長時間放置しないでください。ご使用後は、浴室から取り出しておいてください。 
※温水のシャワーを直接かけないでください。 
※サウナでは利用しないでください。 
※寒い屋外から暖かい浴室などに急に持ち込まず、一度室内に置いて本体が温まってから持ち込んでください。 
※浴室内では充電を行わないでください。 
 
＜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（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。 

 

■各機能に関する注意事項 

©２０１７ ＮＴＴ ＤＯＣＯＭＯ， ＩＮＣ． Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 
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本資料に記載されている会社名・サービス名は各社の商標または登録商標です。 

注釈については別途、弊社報道発表資料をご確認ください。 

端末の仕様・デザインおよび画面内容などは、予告なしに変更する場合があります。 

掲載されている画面はすべてイメージです。 

各端末の仕様は開発中のため、商用品では変更になる可能性があります。 

©２０１７ ＮＴＴ ＤＯＣＯＭＯ， ＩＮＣ． Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 
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