
 

 

 

主なスペック一覧表 

 

機種名 
ドコモ スマートフォン(5G) 

Galaxy A51 5G SC-54A arrows NX9 F-52A 

本体 

サイズ※1［高さ×幅×厚さ／mm］ 約159×74×8.8 約152×72×8.5 

UIM nanoUIM nanoUIM 

重量［g］（電池含む） 約189 約162 

OS Android™ 10 Android™ 10 

 

CPU 

 

Snapdragon 765G Snapdragon 765G 

2.4 GHz +  1.8 GHz 2.4GHz＋1.8GHz 

オクタコア オクタコア 

内蔵メモリ ［RAM／ROM］※2 6GB／128GB 8GB/128GB 

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

ディス 

プレイ 

ディスプレイ 
約6.5 インチ／有機EL 

Super AMOLED 
約6.3 インチ／有機EL 

ディスプレイ解像度［横×縦］ 
Full HD+ Full HD+ 

1080×2400 1080×2280 

HDR - ○ 

カメラ 有効画素数／F値 
アウト 

約4800 万／2.0 

約1200 万／2.2 

約500 万／2.4 

約500 万／2.2 

約4850 万／1.8 

約800 万／2.4 

約500 万／2.2 

イン 約3200 万／2.2 約1630 万／2.45 

電池 

バッテリー容量※4 4500mAh（内蔵電池） 3600mAh（内蔵電池） 

電池持ち時間※5 
5G 約125 時間 未定 

4G(LTE) 約135 時間 未定 

通信・ 

通話 

通信速度［受信時／送信時の最大速度］ 
5G 2.1Gbps／218Mbps ※7 2.1Gbps／218Mbps ※8 

4G(LTE) 947Mbps／75Mbps 1.1Gbps／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） 

スグアプ™／スグ電® ○／○ ○／○ 

WORLDWING® 

［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 〇／〇 ○／○ 

ワンセグ／フルセグ※6 －／－ －／－ 

おサイフケータイ®［FeliCa®］ ○ ○ 

生体認証 ○（指紋、顔） ○（指紋） 

ハイレゾ ○ ○ 

カラー 
プリズムブリックスホワイト 

プリズムブリックスブラック 

ホワイト 

ネイビー 

ゴールド 

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 

 

別紙 4 



 

 

主なスペック一覧表 

 

機種名 
ドコモ スマートフォン(5G) 

LG VELVET L-52A AQUOS sense5G SH-53A 

本体 

サイズ※1［高さ×幅×厚さ／mm］ 

約167×74×7.9 

（LG デュアルスクリーン装着時 約174×88×

14.4） 

未定 

UIM nanoUIM nanoUIM 

重量［g］（電池含む） 
約180 

（LG デュアルスクリーン装着時 約309） 
未定 

OS Android™ 10 Android™ 11 

 

CPU 

 

Snapdragon 765G Snapdragon 690 

2.4GHz＋1.8GHz 2.0GHz＋1.7GHz 

オクタコア オクタコア 

内蔵メモリ ［RAM／ROM］※2 6GB／128GB 4GB/64GB 

外部メモリ最大対応容量※3 microSDXC(1TB) 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5.8 インチ／IGZO TFT 

ディスプレイ解像度［横×縦］ 
Full HD+ ※9 Full HD+ 

1080×2460 ※9 1080×2280 

HDR ○ ○ 

カメラ 有効画素数／F値 
アウト 

約4800 万／1.8 

約500 万／2.4 

約800 万／2.2 

約1200 万／2.0 

約1200 万／2.4 

約800 万／2.4 

イン 約1600 万／1.9 約800 万／2.0 

電池 

バッテリー容量※4 4300mAh（内蔵電池） 4570mAh（内蔵電池） 

電池持ち時間※5 
5G 115 時間※10 未定 

4G(LTE) 125 時間※11 未定 

通信・ 

通話 

通信速度［受信時／送信時の最大速度］ 
5G 2.1Gbps／218Mbps 2.1Gbps／218Mbps 

4G(LTE) 1.1Gbps／131.3Mbps 1Gbps／90Mbps 

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） 

スグアプ™／スグ電® ○／○ ○／○ 

WORLDWING® 

［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 ○※12／○※12 ○／○ 

ワンセグ／フルセグ※6 －／－ －／－ 

おサイフケータイ®［FeliCa®］ ○ ○ 

生体認証 ○（指紋） ○（指紋、顔） 

ハイレゾ ○ ○ 

カラー 
オーロラグレー 

オーロラホワイト 

ライトカッパー 

ニュアンスブラック 

オリーブシルバー 

ライラック 

スカイブルー ※13 

イエローゴールド ※13 

コーラルレッド ※13 

メーカー LG Electronics Inc. シャープ株式会社 



 

 

 

主なスペック一覧表 

 

機種名 
ドコモ スマートフォン(5G) 

Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A Xperia 5 Ⅱ SO-52A 

本体 

サイズ※1［高さ×幅×厚さ／mm］ 約165×77×8.1 約158×68×8.0 

UIM nanoUIM nanoUIM 

重量［g］（電池含む） 約208 約163 

OS Android™ 10 Android™ 10 

 

CPU 

 

Snapdragon 865 Plus Snapdragon 865 

3.0GHz + 1.8GHz 2.8GHz+1.8GHz 

オクタコア オクタコア 

内蔵メモリ ［RAM／ROM］※2 12GB/256GB 8GB/128GB 

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

ディス 

プレイ 

ディスプレイ 約6.9 インチ／Dynamic AMOLED 有機EL 約6.1 インチ/有機EL シネマワイド™ディスプレイ 

ディスプレイ解像度［横×縦］ 
Quad HD+ Full HD+ 

1440×3088 1080×2520 

HDR ○ ○ 

カメラ 有効画素数／F値 
アウト 

約1 億800 万／1.8 

約1200 万／2.2 

約1200 万／3.0 

約1220 万／2.2 

約1220 万／2.4 

約1220 万／1.7 

イン 約1000 万／2.2 約800 万／2.0 

電池 

バッテリー容量※4 4500mAh（内蔵電池） 4000mAh（内蔵電池） 

電池持ち時間※5 
5G 約105 時間 約120 時間 

4G(LTE) 約105 時間 約135 時間 

通信・ 

通話 

通信速度［受信時／送信時の最大速度］ 
5G 4.2Gbps※14／480Mbps※14 4.2Gbps※15／218Mbps※15 

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®］ 8 台／1 台／3 台 10 台／1 台／4 台 

Bluetooth（対応バージョン） ○（5.0） ○（5.1） 

スグアプ™／スグ電® ○／○ ○／○ 

WORLDWING® 

［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®］ ○ ○ 

生体認証 ○（指紋、顔） ○（指紋） 

ハイレゾ ○ ○ 

カラー 
ミスティックブロンズ 

ミスティックブラック 

ブルー 

グレー 

ブラック 

ピンク 

パープル ※16 

メーカー サムスン電子株式会社 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 

 

 



 

 

主なスペック一覧表 

機種名 
ドコモ スマートフォン(4G) ドコモ タブレット 

AQUOS sense4 SH-41A dtab Compact d-42A 

本体 

サイズ※１［高さ×幅×厚さ／mm］ 約148×71×8.9 約198×122×8.3 

UIM nanoUIM eSIM 

重量［g］（電池含む） 約177 約326 

OS Android™ 10 Android™ 10 

 

CPU 

 

Snapdragon 720G Snapdragon 665 

2.3GHz+1.8GHz 2.0GHz+1.8GHz 

オクタコア オクタコア 

内蔵メモリ ［RAM／ROM］※２ 4GB／64GB 4GB／64GB 

外部メモリ最大対応容量※３ microSDXC(1TB) microSDXC(256GB) 

ディス 

プレイ 

ディスプレイ 約5.8 インチ／IGZO TFT 約8.0 インチ／TFT 

ディスプレイ解像度［横×縦］ 
Full HD+ WUXGA 

1080×2280 1200×1920 

HDR － － 

カメラ 有効画素数／F値 
アウト 

約1200 万／2.0 

約1200 万／2.4 

約800 万／2.4 

約800 万／2.0 

イン 約800 万／2.0 約500 万／2.2 

電池 

バッテリー容量※４ 4570mAh（内蔵電池） 5000mAh（内蔵電池） 

電池持ち時間※５ 
5G － － 

4G(LTE) 約180 時間 － 

通信・ 

通話 

通信速度［受信時／送信時の最大速度］ 
5G － － 

4G(LTE) 350Mbps／75Mbps 350Mbps／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 5 台/1 台/7 台 

Bluetooth（対応バージョン） ○（5.1） ○（5.0） 

スグアプ™／スグ電® ○／○ －／－ 

WORLDWING® 

［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®］ ○ － 

生体認証 ○（指紋、顔） ○（指紋、顔） 

ハイレゾ 〇 － 

カラー 

ライトカッパー 

ブラック 

シルバー 

ライトブルー 

レッド※17 

ブルー※17 

イエロー※17 

ネイビー 

ゴールド 

メーカー シャープ株式会社 レノボ・ジャパン合同会社 

 

※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。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 発売時点では送信時最大 182Mbps です。2020 年 12 月にソフトウェアアップデートにより送信時最大 218Mbps に対応予定です。ソフトウェアアップデート対応 

時期については、「ドコモのホームページ」でご確認ください。 

※8 発売時点では送信時最大182Mbps です。2020 年度冬以降、ソフトウェアアップデートにより送信時最大218Mbps に対応予定です。ソフトウェアアップデート対応 

時期については、「ドコモのホームページ」でご確認ください。 

※9 本体と LG デュアルスクリーンは同様です。 

※10 LG デュアルスクリーン利用時は約50 時間（5G） 

※11 LG デュアルスクリーン利用時は約60 時間（4G （LTE）） 

※12 LG デュアルスクリーンは対応していません。 

※13 スカイブルー、イエローゴールド、コーラルレッドは、ドコモオンラインショップのみでお取り扱いとなります。 

※14 発売時点では受信時最大 3.4Gbps／送信時最大 182Mbps です。2020 年 12 月にソフトウェアアップデートにより受信時最大 4.2Gbps／送信時最大 480Mbps に 

対応予定です。ソフトウェアアップデート対応時期については、「ドコモのホームページ」でご確認ください。 

※15 発売時点では受信時最大 3.4Gbps／送信時最大 182Mbps です。2020 年 12 月にソフトウェアアップデートにより受信時最大 4.2Gbps に対応予定です。     

2020 年度冬以降、ソフトウェアアップデートにより送信時最大 218Mbps に対応予定です。ソフトウェアアップデート対応時期に  ついては、「ドコモのホーム   

ページ」でご確認ください。 

※16 パープルは、ドコモオンラインショップのみでお取り扱いとなります。 

※17 レッド、ブルー、イエローは、ドコモオンラインショップのみでお取り扱いとなります。 

 

＜通信速度について＞ 

・ご利用のエリアによって最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。実効速度について、詳しくはドコモのホームページにてご確認ください。 

 

＊ 「Galaxy」は、サムスン電子株式会社の登録商標です。 

＊ 「AQUOS」は、シャープ株式会社の登録商標です。 

＊ 「Xperia」は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。 

＊ 「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」は、ソニー株式会社の登録商標です。 

＊ 「スグアプ」、「スグ電」、「WORLD WING」、「おサイフケータイ」は、株式会社NTT ドコモの商標または登録商標です。 

 

 

 
 


