
 

主なスペック一覧表 

 
ドコモ スマートフォン 

Ｘｐｅｒｉａ ＸＺ３ ＳＯ－０１Ｌ Ｇａｌａｘｙ Ｎｏｔｅ９ ＳＣ－０１Ｌ Ｇａｌａｘｙ Ｆｅｅｌ２ ＳＣ－０２Ｌ 

サイズ（高さ×幅×厚さ） 
約１５８ｍｍ×約７３ｍｍ 

×約９．９ｍｍ 

約１６２ｍｍ×約７６ｍｍ 

×約８．８ｍｍ 

約１４９ｍｍ×約７０ｍｍ 

×約８．４ｍｍ 

質量 約１９３ｇ 約２０１ｇ 約１６８ｇ 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ™ ９ Ａｎｄｒｏｉｄ™ ８．１ Ａｎｄｒｏｉｄ™ ８．１ 

ディスプレイ 

（サイズ、ディスプレイ方式、発色数） 

約６．０インチ 

トリルミナス® ディスプレイ ｆｏｒ  

ｍｏｂｉｌｅ（有機ＥＬ） 

約１６７７万色 

約６．４インチ 

Ｓｕｐｅｒ ＡＭＯＬＥＤ （有機ＥＬ） 

約１６７７万色 

約５．６インチ 

Ｓｕｐｅｒ ＡＭＯＬＥＤ（有機ＥＬ） 

約１６７７万色 

ディスプレイ解像度（横×縦） 
クアッドＨＤ＋ 

（１４４０×２８８０） 

クアッドＨＤ＋ 

（１４４０×２９６０） 

ＨＤ＋ 

（７２０×１４８０） 

ＣＰＵ 

Ｑｕａｌｃｏｍｍ ＳＤＭ８４５ 

２．８ＧＨｚ＋１．８ＧＨｚ 

オクタコア 

Ｑｕａｌｃｏｍｍ ＳＤＭ８４５ 

２．８ＧＨｚ＋１．７ＧＨｚ 

オクタコア 

Ｅｘｙｎｏｓ ７８８５（Ｓ．ＬＳＩ） 

２．２ＧＨｚ＋１．６ＧＨｚ 

オクタコア 

内蔵メモリ（ＲＡＭ／ＲＯＭ） ４ＧＢ／６４ＧＢ ６ＧＢ／１２８ＧＢ ４ＧＢ／３２ＧＢ 

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

バッテリー容量 ３２００ｍＡｈ ４０００ｍＡｈ 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＋） ○／○ 
○※／○ 

※ＥＶＳ－ＷＢ対応 
○／－ 

連続待受時間（静止時［自動］） 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ） 

約４４０時間／約５１０時間 

／約３８０時間 

約３３０時間／約３４０時間 

／約２９０時間 

約４５０時間／約５３０時間 

／約４５０時間 

連続通話時間 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ） 

約１３１０分／約９４０分 

／約６３０分 

約１５６０分／約１３１０分 

／約８００分 

約１０９０分／約９４０分 

／約６９０分 

電池持ち時間※１ 約１００時間 約１３０時間 約１４０時間 

受信時 大速度／送信時 大速度※２ ９８８Ｍｂｐｓ／１３１．３Ｍｂｐｓ ９８８Ｍｂｐｓ／７５Ｍｂｐｓ ５００Ｍｂｐｓ／７５Ｍｂｐｓ 

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

アウトカメラ 

（有効画素数、Ｆ値） 

Ｍｏｔｉｏｎ Ｅｙｅ™カメラ 

裏面照射積層型 

約１９２０万（Ｆ値２．０） 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約１２２０万 

（Ｆ値１．５⇔２．４自動切替） 
（スーパースピードデュアルピクセル） 

＋ 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約１２２０万 

（Ｆ値２．４） 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約１６００万 

（Ｆ値１．７） 

インカメラ 

（有効画素数、Ｆ値） 

裏面照射積層型 

約１３２０万 

（Ｆ値１．９） 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約８００万 

（Ｆ値１．７） 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約１６００万 

（Ｆ値１．９） 

ワンセグ／フルセグ ○／○※３ ○／○※３ ○※４／－ 

生体認証 指紋認証 指紋認証、虹彩認証、顔認証 指紋認証、顔認証 

スグ電 ○ ○ ○ 

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

ＦｅｌｉＣａ®※５／ＮＦＣ（ＦｅｌｉＣａ搭載）※６ －／○ －／○ －／○ 

ハイレゾ※７ ○※８ ○ ○ 

ＨＤＲ動画再生対応 ○ ○ － 

ＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

充電端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ※９ ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ※９ ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ※９ 

カラー 

Ｂｏｒｄｅａｕｘ Ｒｅｄ 

Ｗｈｉｔｅ Ｓｉｌｖｅｒ 

Ｂｌａｃｋ 

Ｆｏｒｅｓｔ Ｇｒｅｅｎ 

Ｏｃｅａｎ Ｂｌｕｅ 

Ｍｉｄｎｉｇｈｔ Ｂｌａｃｋ 

Ｆｒｏｓｔ Ｗｈｉｔｅ 

Ｏｐａｌ Ｂｌａｃｋ 

Ａｕｒｏｒａ Ｐｉｎｋ 

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 

追記［２０１８年１１月５日（月曜）］： 

「Ｇａｌａｘｙ Ｆｅｅｌ２ ＳＣ－０２Ｌ」のＨＤＲ動画再生対応を対応としておりましたが、非対応に変更となりました。 

別紙４ 



 

主なスペック一覧表 

 

 

ドコモ スマートフォン Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｉｘｅｌ 

ＡＱＵＯＳ ｓｅｎｓｅ２ 

ＳＨ－０１Ｌ 

らくらくスマートフォン ｍｅ 

Ｆ－０１Ｌ 
Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｉｘｅｌ ３ 

サイズ（高さ×幅×厚さ） 
約１４８ｍｍ×約７１ｍｍ 

×約８．４ｍｍ 

約１４３ｍｍ×約７０ｍｍ 

×約９．３ｍｍ 

約１４５．６ｍｍ×約６８．２ｍｍ 

×約７．９ｍｍ 

質量 約１５５ｇ １４０ｇ台 約１４８ｇ 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ ８．１ Ａｎｄｒｏｉｄ ８．１ Ａｎｄｒｏｉｄ ９ 

ディスプレイ 

（サイズ、ディスプレイ方式、発色数） 

約５．５インチ 

ＩＧＺＯ（ＴＦＴ） 

約１６７７万色 

約４．７インチ 

有機ＥＬ 

約１６７７万色 

約５．５インチ 

フレキシブルＯＬＥＤ 

約１６７７万色 

ディスプレイ解像度（横×縦） 
フルＨＤ＋ 

（１０８０×２１６０） 

ＨＤ 

（７２０×１２８０） 

フルＨＤ＋ 

（１０８０×２１６０） 

ＣＰＵ 

Ｑｕａｌｃｏｍｍ ＳＤＭ４５０ 

１．８ＧＨｚ 

オクタコア 

Ｑｕａｌｃｏｍｍ ＳＤＭ４５０ 

１．８ＧＨｚ 

オクタコア 

Ｑｕａｌｃｏｍｍ ＳＤＭ８４５ 

２．５ＧＨｚ＋１．６ＧＨｚ 

オクタコア 

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

外部メモリ（ 大対応容量） ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（５１２ＧＢ） ｍｉｃｒｏＳＤＸＣ（４００ＧＢ） － 

バッテリー容量 ２７００ｍＡｈ ２１１０ｍＡｈ ２９１５ｍＡｈ 

防水機能／防塵（ぼうじん）機能 
○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ６Ｘ） 

○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ６Ｘ） 

○／○ 

（ＩＰＸ８／ＩＰ６Ｘ） 

ＶｏＬＴＥ／ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋） ○／○ ○／○ ○／○ 

連続待受時間（静止時［自動］） 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ） 

約６００時間／約６５０時間 

／約５４０時間 
未定 非公開 

連続通話時間 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ） 

約１２４０分／約９００分 

／約７９０分 
未定 非公開 

電池持ち時間※１ 未定 未定 非公開 

受信時 大速度／送信時 大速度※２ １５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ １５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ ７９４Ｍｂｐｓ／７５Ｍｂｐｓ 

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

アウトカメラ 

（有効画素数、Ｆ値） 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約１２００万 

（Ｆ値２．０） 

裏面照射積層型ＣＭＯＳ 

約１３１０万 

（Ｆ値２．０） 

非公開 

約１２２０万 

（Ｆ値１．８） 

インカメラ 

（有効画素数、Ｆ値） 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約８００万 

（Ｆ値２．２） 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約５００万 

（Ｆ値２．４） 

非公開 

約８００万 

（Ｆ値１．８） 

ワンセグ／フルセグ －／－ ○※１０／－ －／－ 

生体認証 指紋認証、顔認証 － 指紋認証 

スグ電 ○ ○ － 

非常用節電機能 ○（非常用節電モード） ○（非常用節電モード） － 

ＦｅｌｉＣａ®※５／ＮＦＣ（ＦｅｌｉＣａ搭載）※６ －／〇 ○／－ ○／－※１１ 

ハイレゾ※７ 〇 － 非公開 

ＨＤＲ動画再生対応 － － 非公開 

ＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

充電端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ※９ ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ※９ ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ※９ 

カラー 

Ｃｈａｍｐａｇｎｅ Ｇｏｌｄ 

Ｓｉｌｋｙ Ｗｈｉｔｅ 

Ｎｕａｎｃｅ Ｂｌａｃｋ 

Ｂｌｏｓｓｏｍ Ｐｉｎｋ 

ピンク 

ブラック 

ゴールド 

Ｊｕｓｔ Ｂｌａｃｋ 

Ｃｌｅａｒｌｙ Ｗｈｉｔｅ 

Ｎｏｔ Ｐｉｎｋ 

メーカー シャープ株式会社 
富士通コネクテッド 

テクノロジーズ株式会社 
Ｇｏｏｇｌｅ．Ｉｎｃ 

   



主なスペック一覧表 

 

 
Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｉｘｅｌ 

Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｉｘｅｌ ３ ＸＬ 

サイズ（高さ×幅×厚さ） 
約１５８．０ｍｍ×約７６．７ｍｍ 

×約７．９ｍｍ 

質量 約１８４ｇ 

ＯＳ Ａｎｄｒｏｉｄ ９ 

ディスプレイ 

（サイズ、ディスプレイ方式、発色数） 

約６．３インチ 

フレキシブルＯＬＥＤ 

１６７７万色 

ディスプレイ解像度（横×縦） 
クアッドＨＤ＋ 

（１４４０×２９６０） 

ＣＰＵ 

Ｑｕａｌｃｏｍｍ ＳＤＭ８４５ 

２．５ＧＨｚ＋１．６ＧＨｚ 

オクタコア 

内蔵メモリ（ＲＡＭ／ＲＯＭ） ４ＧＢ／１２８ＧＢ 

外部メモリ（ 大対応容量） － 

バッテリー容量 ３４３０ｍＡｈ 

防水機能／防塵（ぼうじん）機能 
○／○ 

（ＩＰＸ８／ＩＰ６Ｘ） 

ＶｏＬＴＥ／ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋） ○／○ 

連続待受時間（静止時［自動］） 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ） 
非公開 

連続通話時間 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ） 
非公開 

電池持ち時間※１ 非公開 

受信時 大速度／送信時 大速度※２ ７９４Ｍｂｐｓ／７５Ｍｂｐｓ 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®（対応バージョン） ○（５．０＋ＬＥ） 

アウトカメラ 

（有効画素数、Ｆ値） 

非公開 

約１２２０万 

（F 値１．８） 

インカメラ 

（有効画素数、Ｆ値） 

非公開 

約８００万 

（F 値１．８） 

ワンセグ／フルセグ －／－ 

生体認証 指紋認証 

スグ電 － 

非常用節電機能 － 

ＦｅｌｉＣａ®※５／ＮＦＣ（ＦｅｌｉＣａ搭載）※６ ○／－※１１ 

ハイレゾ※７ 非公開 

ＨＤＲ動画再生対応 非公開 

ＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

充電端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ※９ 

カラー 
Ｊｕｓｔ Ｂｌａｃｋ 

Ｃｌｅａｒｌｙ Ｗｈｉｔｅ 

メーカー Ｇｏｏｇｌｅ．Ｉｎｃ 

 

  



主なスペック一覧表 

 
 

ドコモ ケータイ 

ＡＱＵＯＳ ケータイ 

ＳＨ－０２Ｌ 

カードケータイ 

ＫＹ－０１Ｌ 

サイズ（高さ×幅×厚さ） 
約１１５ｍｍ×約５１ｍｍ 

×約１７．２ｍｍ※１２ 

約９１ｍｍ×約５５ｍｍ 

×約５．３ｍｍ 

質量 １２０ｇ台 約４７ｇ 

バッテリ－容量 １６８０ｍＡｈ ３８０ｍＡｈ 

連続待受時間（静止時［自動］） 

（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ） 
未定 約１００時間／約１００時間／－ 

連続通話時間（ＬＴＥ／３Ｇ／ＧＳＭ） 未定 約１１０分／約１６０分／－ 

メインディスプレイ 

（サイズ：インチ、方式、発色数） 

約３．４インチ 

ＴＦＴ 

約１６７７万色 

約２．８インチ 

電子ペーパー 

メインディスプレイ解像度 

（横×縦） 

ＱＨＤ 

（５４０×９６０） 
（４８０×６００） 

サブディスプレイ 

（サイズ：インチ、方式、発色数） 

約０．９インチ 

有機ＥＬ 

１色 

－ 

外部メモリ 

（ 大対応容量） 
ｍｉｃｒｏＳＤＨＣ（３２ＧＢ） － 

ＬＴＥ ○ 〇 

ＶｏＬＴＥ／ＶｏＬＴＥ（ＨＤ＋） 
○※／－ 

※ＥＶＳ－ＷＢ対応 
○／－ 

受信時 大速度／送信時 大速度※２ １５０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ １００Ｍｂｐｓ／３７．５Ｍｂｐｓ 

アウトカメラ 

（有効画素数、Ｆ値） 

裏面照射型ＣＭＯＳ 

約８００万 

（Ｆ値２．４） 

－ 

内側カメラ機能 － － 

ＧＰＳ／オートＧＰＳ ○／－ － 

赤外線通信 ○※１３ － 

防水／防塵 
○／○ 

（ＩＰＸ５、８／ＩＰ５Ｘ） 

○／－ 

（ＩＰＸ２） 

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ ○（４．２） ○（４．２） 

ワンセグ／フルセグ ○※１０／－ －／－ 

ＦｅｌｉＣａ®※５／ＮＦＣ（ＦｅｌｉＣａ搭載）※６ ○／－※１４ －／－ 

ＵＩＭカード ｎａｎｏＵＩＭ ｎａｎｏＵＩＭ 

充電端子 ＵＳＢ Ｍｉｃｒｏ－Ｂ ＵＳＢ Ｍｉｃｒｏ－Ｂ 

カラー 

ゴールド 

ピンク 

ブラック 

Ｉｎｋ Ｂｌａｃｋ 

製造メ－カ－ シャープ株式会社 京セラ株式会社 

  



 

 
データ通信製品 

Ｗｉ－Ｆｉ ＳＴＡＴＩＯＮ ＨＷ－０１Ｌ 

サイズ（高さ×幅×厚さ：ｍｍ） 約６６ｍｍ×約１３０ｍｍ×約１３．８ｍｍ 

質量（ｇ） １５０ｇ台 

バッテリー容量（定格容量） ３，０００ｍＡｈ 

通信方式 

（ネットワーク側） 

ＰＲＥＭＩＵＭ ４Ｇ 〇 

ＬＴＥ※２ 

（受信時 大速度／送信時 大速度） 
１２８８Ｍｂｐｓ／１３１．３Ｍｂｐｓ 

ＦＯＭＡ®※２ 

（受信時 大速度／送信時 大速度） 
１４Ｍｂｐｓ／６Ｍｂｐｓ 

【無線ＬＡＮ】 
ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ／ａｃ 

（２．４／５ＧＨｚ） 

【有線ＬＡＮ】 
ＩＥＥＥ ８０２．３ａｂ（１０００ＢＡＳＥ－Ｔ） 

ＩＥＥＥ ８０２．３ｕ（１００ＢＡＳＥ－ＴＸ）※１５ 

通信方式 

（端末側） 

【無線ＬＡＮ】 
ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ／ａｃ 

（２．４／５ＧＨｚ） 

【有線ＬＡＮ】 
ＩＥＥＥ ８０２．３ａｂ（１０００ＢＡＳＥ－Ｔ） 

ＩＥＥＥ ８０２．３ｕ（１００ＢＡＳＥ－ＴＸ）※１５ 

インターフェイス ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ※９ 

国際ローミング 〇 

同時接続台数 １７台（Ｗｉ－Ｆｉ：１６台／ＵＳＢ：１台） 

連続待受時間（ＬＴＥ／３Ｇ：時間） 未定 

連続通信時間（ＬＴＥ／３Ｇ：時間） 未定 

カラー Ｉｎｄｉｇｏ Ｂｌｕｅ 

製造メーカー 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 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 「外付けテレビアンテナケーブルＳＣ０４」（同梱）が必要です。 

※５ ＦｅｌｉＣａ方式のサービスのみご利用になれます。 

※６ ＦｅｌｉＣａ方式のサービス及び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対応したドコモＵＩＭカードが必要 

です。 

※７ 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。 

※８ ハイレゾ対応のヘッドセットやスピーカー（別売）と「３．５ｍｍイヤホン変換・テレビアンテナケーブルＳＯ０１（同梱）」が必要です。 

※９ 充電には、「ＡＣアダプタ ０７」（別売）または「ｍｉｃｒｏＵＳＢ変換アダプタ Ｂ ｔｏ Ｃ ０１」（別売）が必要です。 

※１０ 録画には対応しておりません。 

※１１ ご利用いただけるおサイフケータイ対応サービスについては、Ｇｏｏｇｌｅ社または各サービス事業者へお問い合わせください。ドコモが提供している     

おサイフケータイ ロック等に対応しておりません。 

※１２ サイズは折りたたみ時のものです。 

※１３ テレビなどのリモコン操作をすることはできません。 

※１４ モバイルｄポイントカード、ｉＤ、楽天Ｅｄｙ、ＱＵＩＣＰａｙ、ゴールドポイントカード、ビックポイントケータイ、東京ドームＴＤモバイル２のみ対応しています。  

（２０１８年１０月現在） 

※１５ 有線ＬＡＮの利用はクレードル利用時のみ対応です。また、有線でのご利用はネットワーク側か端末側のどちらか一方が利用できます。同時利用はでき 

ません。ネットワーク側と端末側の切り替えはタッチパネルまたは設定ツールで行います。 

 

＊ 「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。 

＊ 「ＦｅｌｉＣａ」は、ソニー株式会社の登録商標です。 

＊ 「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 大１２８８Ｍｂｐｓ、９８８Ｍｂｐｓ、７９４Ｍｂｐｓ、５００Ｍｂｐｓ、１５０Ｍｂｐｓ、１００Ｍｂｐｓでの通信は一部地域に限ります。 

・送信時 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 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。 

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




