2015 年 10 月 8 日
ソフトバンク株式会社
株式会社ウィルコム沖縄

2015-16 年冬春商戦向け新商品について
～SoftBank 初の Nexus シリーズを投入、
AndroidTM 搭載スマートフォンのラインアップをさらに強化～
ソフトバンク株式会社と株式会社ウィルコム沖縄は、2015 年冬から 2016 年春の新商品として、SoftBank
から 10 機種、Y!mobile から 5 機種を順次投入します。
このたび、Google の Nexus シリーズ「Nexus 6P」を SoftBank から、
「Nexus 5X」を Y!mobile から発
売することで、さらに Android 搭載スマートフォンのラインアップを強化します。なお、SoftBank 初と
なる Nexus シリーズの「Nexus 6P」は、国内の携帯電話事業者としてソフトバンクが唯一取り扱います。
なお、
「Nexus 6P」
「Nexus 5X」
「XperiaTM Z5」は、2015 年 10 月 9 日より予約の受け付けを開始します。
また、SoftBank または Y!mobile の Android 搭載スマートフォン・タブレットを利用中の方を対象に、
Google の音楽サービス「Google Play Music」を 90 日間無料で利用できる「はじめよう！Google Play
Music キャンペーン」を、2015 年 10 月 28 日から実施します。詳細は、本日発表の報道発表資料をご覧
ください。
さらに、2015 年 12 月 31 日までに「Nexus 6P」
「XperiaTM Z5」
「AQUOS Xx2」を購入した方を対象に、
抽選で 5 万名にワイヤレススピーカーシステム「Harman Kardon ONYX STUDIO（ハーマンカードン オ
ニキス スタジオ）
」をプレゼントするキャンペーンを実施します。
そのほか、発売日までに「XperiaTM Z5」予約をし、2015 年 11 月 15 日までに購入した方の中から抽選で
2,000 名に、ハイレゾ対応マイク付きイヤホン「SE-5000HR」と「SmartWatch 3 SWR50/WH」をセッ
トでプレゼントする「Xperia Z5 予約キャンペーン」を実施します。

各商品の詳細は別紙をご参照ください。

＜各機種の主な特長＞

ブランド

機種名

Nexus 6P
（Huawei 製）

XperiaTM Z5
（ソニーモバイルコミ
ュニケーションズ製）

AQUOS Xx2
（シャープ製）

AQUOS Xx2 mini
（シャープ製）
SoftBank

AQUOS ケータイ
（シャープ製）

DIGNO ケータイ
（京セラ製）

かんたん携帯9
（シャープ製）

Lenovo TAB2
（レノボ製）

主な特長
最新のテクノロジーを搭載した、エレガントな
デザインのスマートフォン。最新の Android 6.0
Marshmallow を搭載。また、新サービスの
「Google Play Music」をはじめとした Google
のさまざまなアプリをプリインストール
ソニーの技術を結集した高性能カメラとオーデ
ィオを搭載したスマートフォン。背面にフロス
トガラスを採用した、洗練されたデザイン。指
紋センサーを電源ボタンに搭載。さらに、
「STAMINA モード」搭載により、省電力を実
現
高速 120Hz 駆動ディスプレー「ハイスピード
IGZO」を搭載したスマートフォン。ハイスピー
ドオートフォーカスに対応し、
「GR certified※」
を取得した高画質カメラを搭載。さらに「グリ
ップマジック」や指紋認証など、便利な機能が
充実
高性能ながら、幅約 66mm のコンパクトサイズ
を実現。また、5 色の鮮やかなカラーバリエー
ションを用意。高速 120Hz 駆動ディスプレー
「ハイスピード IGZO」に加え、約 500 万画素
の広角レンズを備えたサブカメラを搭載でワイ
ドな「自撮り」が可能
高精細な約 3.4 インチの大画面液晶を搭載し、
メールなどの文字をきれいに表示。約 800 万画
素のカメラや、防水・防じん、ワンセグなどの
基 本 機 能 に 加 え 、「 LINE 」 が 利 用 可 能 。
1,410mAh の大容量バッテリーと省エネモード
で安心の電池持ち
防水・防じんに加え、MIL 規格準拠の耐衝撃性
能を搭載。FDD-LTE に対応し高速通信を実現。
VoLTE、
「HD Voice（3G）
」にも対応。さらに、
約 800 万画素のカメラや、防水・防じん、ワン
セグなどの基本機能に加え、「LINE」が利用可
能
約 3.4 インチの大画面液晶と「デカ文字」で見
やすさと使いやすさを追求。クリアで聞き取り
やすい通話音質を実現する「くっきりトーク」
に加え、VoLTE にも対応。さらに、コミュニケ
ーションアプリ「LINE」に対応
約 8 インチの画面サイズながら、片手で気軽に
持ち歩けるタブレット。本体前面にデュアルス
ピーカーを搭載することで、迫力のある音量で
映像を楽しむことが可能。また、「Hybrid 4G
LTE」に対応し、高速通信で快適に利用可能
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発売時期
（予定）
2015 年
10 月下旬
（10 月 9 日
予約開始）
2015 年
10 月下旬
（10 月 9 日
予約開始）

2015 年
11 月中旬

2016 年
1 月中旬

2015 年
11 月下旬

2016 年
3 月中旬

2016 年
3 月上旬

2015 年
11 月下旬

Y!mobile

テレビチューナーを搭載し、テレビ機能がない
スマートフォンやタブレットでもテレビ視聴を
Pocket WiFi 501HW 可能にする Wi-Fi ルーター。キャリアアグリゲ
（Huawei 製）
ーションにより、下り最大 187.5Mbps を実現。
さらに、約 5 秒の高速起動と、3,000mAh の大
容量バッテリーにより安心の長時間利用が可能
置くだけですぐにつながるデータ容量制限なし
の高速インターネットサービス「SoftBank Air」
SoftBank Air
が一新。洗練されたデザインの筐体の内部に高
「Air ターミナル2」
性能アンテナを搭載し、電源につなぐだけで下
（Huawei 製）
り最大 261Mbps での大容量高速無線インター
ネットを実現
最新の Android 6.0 Marshmallow を搭載する
スマートフォン。Google の Nexus シリーズの
ため、常に最新の Android OS を利用可能。デ
ィスプレーには HD 液晶を、CPU にヘキサコア
Nexus 5X
の「Snapdragon 808」を採用し、動画などを大
（LG Electronics 製）
画面で快適に楽しむことが可能。また、新サー
ビスの「Google Play Music」をはじめとした
Google のさまざまなアプリをプリインストー
ル
薄さ約 7.7mm と手におさまるサイズながら、約
5 インチの HD ディスプレーを搭載したスマー
LUMIERE
トフォン。オクタコア CPU を内蔵することで、
（Huawei 製）
スムーズで快適な操作性を実現しています。ま
た、約 1,300 万画素のメインカメラ、約 500 万
画素のサブカメラを搭載
高精細な約 3.4 インチの大画面液晶を搭載し、
メールなどの文字をきれいに表示。約 800 万画
AQUOS ケータイ
素のカメラや、防水・防じん、ワンセグなどの
（シャープ製）
基 本 機 能 に 加 え 、「 LINE 」 が 利 用 可 能 。
1,410mAh の大容量バッテリーと省エネモード
で安心の電池持ち
防水・防じんに加え、MIL 規格準拠の耐衝撃性
能を搭載。FDD-LTE、VoLTE、
「HD Voice（3G）
」
DIGNO ケータイ
に対応。さらに、約 800 万画素のカメラや、防
（京セラ製）
水・防じん、ワンセグなどの基本機能に加え、
「LINE」が利用可能
テレビチューナーを搭載し、テレビ機能がない
スマートフォンやタブレットでもテレビ視聴を
Pocket WiFi 502HW 可能にする Wi-Fi ルーター。キャリアアグリゲ
（Huawei 製）
ーションにより、下り最大 187.5Mbps を実現。
さらに、約 5 秒の高速起動と、3,000mAh の大
容量バッテリーにより安心の長時間利用が可能

2015 年
10 月 9 日
発売

2015 年
12 月

2015 年
10 月下旬
（10 月 9 日
予約開始）

2015 年
10 月下旬

2015 年
12 月中旬

2016 年
3 月中旬

2015 年
10 月 9 日
発売

なお、今回発表した商品は「Air ターミナル 2」を除き、全て SIM ロック解除に対応しています。
 SoftBank 4G は、第 3.5 世代移動通信システム以上の技術に対しても 4G の呼称を認めるという国際電気通信連合（ITU）の声明に基づ
きサービス名称として使用しています。
 Google 、Google ロゴ、Android 、Google Play は、Google Inc. の登録商標または商標です。
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 SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標
です。
 その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。
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別紙

＜Nexus 6P（Huawei 製）の概要（予定）＞ （SoftBank）
1． 主な特長
 エレガントなデザインのボディーに最新のテクノロジーを搭載するスマートフォン
大画面高精細な約 5.7 インチ WQHD 有機 EL ディスプレーを搭載。アルマイト素材を採用しダ
イヤモンドカットを施した高級感のあるボディーには、背面に指紋センサーを搭載しています。
また、メインカメラにはレーザーオートフォーカスによって暗い場所でもきれいに撮影可能な有
効画素数約 1,230 万画素 CMOS カメラを、サブカメラには約 800 万画素の CMOS カメラを採用
しています。さらに、3,450mAh の大容量バッテリーや、オクタコアの CPU「Snapdragon 810」
を搭載するなど、充実した性能を備えています。


常に最新の Android OS を利用できる Nexus シリーズ
最新の Android である Android 6.0 Marshmallow を搭載。新たに搭載された省エネモードによっ
て、長時間安心して利用することができます。また、Google の Nexus シリーズのため、OS がア
ップデートされる際には、最新の OS をいち早く利用できます。



新サービス「Google Play Music」をはじめ、Google のさまざまなアプリをプリインストール
約 3,500 万曲以上の楽曲が楽しめる Google の新しい音楽サービス「Google Play Music」をはじ
め、検索、マップ、Chrome、YouTube、Gmail など定番のアプリをプリインストール。Google
の各種サービスをすぐに利用することができます。また、Google フォトのアプリを利用すれば撮
影した写真も簡単にクラウドで管理することが可能です。

2． 主な対応サービス･機能
Hybrid 4G LTE

○

プラチナバンド

◯

VoLTE

○

HD Voice（3G）

○

世界対応ケータイ

○

テザリング

○

緊急速報メール

－

NFC

◯

S!メール（MMS）

◯

おサイフケータイ®

－

GPS

○

Wi-Fi

○

Bluetooth®

◯

赤外線通信（IrDA）

－

フルセグ

－

ワンセグ

－

防水・防じん

－

3． 主な仕様
通信方式
サイズ（幅×高さ×厚さ）／重さ
W-CDMA 網
GSM 網
連続通話時間／
連続待受時間
FDD-LTE 網
AXGP 網
ディスプレー
モ バ イ ル カ メ ラ メイン
（画素数／タイプ） サブ
外部メモリー／推奨容量
内蔵メモリー

ROM
RAM

こちらをご覧ください。
約 77.8×159.3×7.3mm／約 178g
約 1,380 分／約 500 時間（静止状態）
約 1,200 分／約 450 時間（静止状態）
約 1,200 分／約 400 時間（静止状態）
待受時間：約 440 時間（静止状態）
約 5.7 インチ WQHD 有機 EL（2,560×1,440 ドット、
最大 1,677 万色）
有効画素数約 1,230 万画素／CMOS
有効画素数約 800 万画素／CMOS
－
32GB（アルミニウム、グラファイト）または
64GB（グラファイト、フロスト、ゴールド）
3GB
5

CPU（クロック数／チップ）
電池容量
Wi-Fi（対応規格、周波数）
Bluetooth®
OS
カラーバリエーション

オクタコア（2.0GHz×4 ＋1.5GHz×4）／MSM8994
3,450mAh
IEEE 802.11 a／b／g／n／ac（2.4GHz、5GHz）
Ver.4.2
Android 6.0
アルミニウム、グラファイト、フロスト、ゴールド

4． 発売時期 ： 2015 年 10 月下旬※ （10 月 9 日予約開始）
※ カラーによって発売時期が変わる可能性があります。








Google 、Google ロゴ、Android、YouTube、Chrome は、Google Inc. の登録商標または商標です。
Bluetooth は米国 Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
おサイフケータイは、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
S!メール、世界対応ケータイ、ULTRA SPEED は、ソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

 「Nexus 6P」は開発中のため、上記仕様は変更される可能性があります。
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（Huawei 製）

アルミニウム

左から、グラファイト／フロスト／ゴールド
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＜XperiaTM Z5（ソニーモバイルコミュニケーションズ製）の概要（予定）＞ （SoftBank）
1．主な特長


ソニーのカメラテクノロジーとオーディオテクノロジーが詰まったスマートフォン
ソニーの高いカメラテクノロジーを詰め込んだ有効画素数約 2,300 万画素の高性能カメラを搭載。
最先端の CMOS センサー「Exmor RS® for mobile」により、クリアな被写体の描写が可能。ま
た、進化した画像処理エンジン「BIONZ® for mobile」を備えることで、高い解像度を保ったま
ま 5 倍ズームまで可能です。さらに、スマートフォンとしては世界最速※となる 0.03 秒でのオー
トフォーカスを実現しています。また、CD では再現できないスタジオの原曲に近い高音質なハ
イレゾリューション・オーディオ（ハイレゾ）音源の再生と、騒音を抑えることが可能なデジタ
ルノイズキャンセリング機能を両立し、臨場感のあるクリアな音が楽しめます。



背面にフロストガラスを採用した、洗練されたデザイン
背面にフロストガラスを採用した、高い質感の洗練されたデザイン。ラウンド形状のメタルフレ
ームと組み合わせることで触り心地の良さを実現しています。



指紋センサーを電源ボタンに搭載。省エネ設計でより快適に利用可能に
電源ボタンに XperiaTM として初となる指紋センサーを搭載することで、スムーズに利用が可能
です。また、64bit オクタコア CPU を搭載し、スムーズな操作性を実現。さらに、
「STAMINA
モード」を搭載することで省電力を実現し、ストレスなく快適に利用することができます。

※ ソニーモバイルコミュニケーションズ調べ。

2．主な対応サービス･機能
Hybrid 4G LTE

○

プラチナバンド

◯

VoLTE

○

HD Voice（3G）

○

世界対応ケータイ

○

テザリング

○

緊急速報メール

○

NFC

◯

S!メール（MMS）

◯

おサイフケータイ®

◯

GPS

○

Wi-Fi

○

Bluetooth®

◯

赤外線通信（IrDA）

－

フルセグ

◯

ワンセグ

◯

防水・防じん

※

○

※ 防水：IPX5／8 相当。IPX5 とは、内径 6.3 ㎜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。IPX8 とは、常温で水道水、かつ静水の水深 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時に通信機器としての機能を有することを意味します。防じん：IP5X 相当。
直径 75µm 以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を 8 時間入れて攪拌（かくはん）させ、取り出したときに電話機の機能を有
し、かつ安全に維持することを意味します。
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3．主な仕様
通信方式
サイズ（幅×高さ×厚さ）／重さ
W-CDMA 網
GSM 網
連続通話時間／
連続待受時間
FDD-LTE 網
AXGP 網
ディスプレー
モ バ イ ル カ メ ラ メイン
（画素数／タイプ） サブ
外部メモリー／推奨容量
ROM
内蔵メモリー
RAM
CPU（クロック数／チップ）
電池容量
Wi-Fi（対応規格、周波数）
Bluetooth®
OS
カラーバリエーション

こちらをご覧ください。
約 72×146×7.3mm／約 154g
約 1,440 分／約 580 時間（静止状態）
約 720 分／約 520 時間（静止状態）
約 840 分／約 500 時間（静止状態）
待受時間：約 490 時間（静止状態）
約 5.2 インチフル HD 液晶（1,920×1,080 ドット）
強化ガラス液晶（最大 1,677 万色）
有効画素数約 2,300 万画素／CMOS
有効画素数約 510 万画素／CMOS
microSDXC カード（別売）／200GB
32GB
3GB
オクタコア（2.0GHz×4 ＋1.5GHz×4）／MSM8994
2,900mAh
IEEE 802.11 a／b／g／n／ac（2.4GHz、5GHz）
Ver.4.1
Android 5.1
ホワイト、グラファイトブラック、ゴールド、グリーン

4．発売時期 ： 2015 年 10 月下旬 （10 月 9 日予約開始）










Google 、Google ロゴ、Android は、Google Inc. の登録商標または商標です。
「Xperia」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。
microSD 、microSDHC 、microSDXC は、SD-3C,LLC の商標です。
Bluetooth は米国 Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
おサイフケータイは、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
S!メール、世界対応ケータイ、ULTRA SPEED は、ソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

 「Xperia Z5」は開発中のため、上記仕様は変更される可能性があります。
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（ソニーモバイルコミュニケーションズ製）

ホワイト

左から、グラファイトブラック／ゴールド／グリーン
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＜AQUOS Xx2（シャープ製）の概要（予定）＞ （SoftBank）
1．主な特長


120Hz の高速液晶駆動を実現した「ハイスピード IGZO」を搭載
ディスプレーには、
シャープの新技術となる「ハイスピード IGZO」を搭載することにより、120Hz
の高速液晶駆動を実現。動きの激しい映像の視聴時や、画面のスクロール時でも、なめらかにく
っきりとした描画が可能です。また、高い色の再現力を実現する「S-PureLED」により、これま
で表現することが難しかった微妙な色合いも再現します。さらに、大容量 3,100mAh バッテリー
と省電力技術により、3 日間※1 を超えても安心して利用できる電池持ちを実現しています。



ハイスピードオートフォーカスに対応した、プロが認める高画質カメラを搭載
高画質デジタルカメラのプロであるリコー「GR シリーズ」開発メンバーによる画質改善認証プ
ログラム「GR certified※2」を取得した有効画素数約 1,310 万画素のメインカメラを搭載。サブ
カメラには、有効画素数約 800 万画素の広角レンズを採用し、ワイドで高精細な「自撮り」撮影
ができます。また、ハイスピードオートフォーカスに対応し、従来よりも素早く被写体を捉えて
撮影することが可能です。



本体を持つだけで時間などが確認できる「グリップマジック」など、便利な機能が充実
本体を持つだけで時間や着信などを確認することができる「グリップマジック」を搭載。また、
グリップセンサー部分を持たなくても、本体を持ち上げるだけで画面が点灯する機能に対応して
います。さらに、指紋センサーを背面に搭載することで、背面をなぞるだけでロック解除やアプ
リの起動が可能です。指紋センサーには 5 パターンの指が登録可能で、それぞれの指に起動する
アプリを設定することができます。

※1 ディスプレーの点灯やメールの送受信、アプリの使用など、想定されるお客さまの使用ケースを策定し、実際に端末を使って測定したも
のです（シャープ調べ）
。電池の持ち時間については、ゲームやブラウザなどのアプリの動作および電話、メールなどのネットワーク通信
により変動します。
※2 「GR certified」とは、リコーイメージング株式会社の単焦点デジタルカメラ リコー「GR シリーズ」開発メンバーによる画質改善認証
プログラムにおいて、レンズや画像処理について複数の画質認定項目をすべてクリアしたことを意味します。

2．主な対応サービス･機能
Hybrid 4G LTE

○

プラチナバンド

◯

VoLTE

○

HD Voice（3G）

○

世界対応ケータイ

○

テザリング

○

緊急速報メール

○

NFC

◯

S!メール（MMS）

◯

おサイフケータイ®

◯

GPS

○

Wi-Fi

○

Bluetooth®

◯

赤外線通信（IrDA）

－

フルセグ

◯

ワンセグ

◯

防水／防じん

※

○

※ 防水：IPX5／8 相当。IPX5 とは、内径 6.3 ㎜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。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、電話機としての性能を有することを意味します。また、高温のお湯や冷水に
浸けたり、かけたりしないでください。防じん：IP5X 相当。IP5X とは、直径 75µm 以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を
8 時間入れて攪拌（かくはん）させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。本機の防塵性能
は IP5X 相当の保護度合を保証するものであり、砂浜の上に直接置くなどの利用方法に対し保証するものではありません。
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3．主な仕様
通信方式
サイズ（幅×高さ×厚さ）／重さ
W-CDMA 網
GSM 網
連続通話時間／
連続待受時間
FDD-LTE 網
AXGP 網
ディスプレー
モ バ イ ル カ メ ラ メイン
（画素数／タイプ） サブ
外部メモリー／推奨容量
ROM
内蔵メモリー
RAM
CPU（クロック数／チップ）
電池容量
Wi-Fi（対応規格、周波数）
Bluetooth®
OS
カラーバリエーション

こちらをご覧ください。
約 73×138×7.9mm／約 150g
約 1,480 分／約 680 時間（静止状態）
約 780 分／約 560 時間（静止状態）
約 1,500 分／約 600 時間（静止状態）
待受時間：約 570 時間（静止状態）
約 5.3 インチフル HD 液晶（1,920×1,080 ドット）
IGZO（最大 1,677 万色）
有効画素数約 1,310 万画素／CMOS
有効画素数約 800 万画素／CMOS
microSDXC カード（別売）／200GB
32GB
3GB
ヘキサコア（1.8GHz×2 ＋1.4GHz×4）／MSM8992
3,100mAh
IEEE 802.11 a／b／g／n／ac（2.4GHz、5GHz）
Ver.4.1
Android 5.1
パープル、ブラック、ホワイト

4．発売時期 ： 2015 年 11 月中旬

Google 、Google ロゴ、Android は、Google Inc. の登録商標または商標です。
microSD 、microSDHC 、microSDXC は、SD-3C,LLC の商標です。
Bluetooth は米国 Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
おサイフケータイは、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
AQUOS および AQUOS ロゴ、Xx、ダブルエックス、S-PureLED、グリップマジック は、シャープ株式会社の登録商標または商標で
す。
 S!メール、世界対応ケータイ、ULTRA SPEED は、ソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
 SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。







 「AQUOS Xx2」は開発中のため、上記仕様は変更される可能性があります。
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（シャープ製）

パープル

左から、ブラック／ホワイト
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＜AQUOS Xx2 mini（シャープ製）の概要（予定）＞ （SoftBank）
1．主な特長


「AQUOS Xx2」と同様の高性能ながら、幅約 66mm のコンパクトなサイズを実現
「AQUOS Xx2」と同様に高い性能を持ちながらも幅約 66mm のコンパクトなサイズを実現。ま
た、鮮やかなカラーを 5 種類用意しています。



120Hz の高速液晶駆動を実現した「ハイスピード IGZO」を搭載
ディスプレーには、
シャープの新技術となる「ハイスピード IGZO」を搭載することにより、120Hz
の高速液晶駆動を実現。動きの激しい映像の視聴時や、画面のスクロール時でも、なめらかにく
っきりとした描画が可能です。また、高い色の再現力を実現する「S-PureLED」により、これま
で表現することが難しかった微妙な色合いも再現します。さらに、優れた省電力性能を実現し、
電池切れを心配することなく安心して利用できます。



約 500 万画素の広角レンズを備えた、プロが認める高画質カメラを搭載
高画質デジタルカメラのプロであるリコー「GR シリーズ」開発メンバーによる画質改善認証プ
ログラム「GR certified※」を取得した約 1,310 万画素のメインカメラを搭載。また、有効画素数
約 500 万画素の広角レンズを採用することで、
「自撮り」でも大人数を撮影しやすくしています。

※ 「GR certified」とは、リコーイメージング株式会社の単焦点デジタルカメラ リコー「GR シリーズ」開発メンバーによる画質改善認証プ
ログラムにおいて、レンズや画像処理について複数の画質認定項目をすべてクリアしたことを意味します。

2．主な対応サービス･機能
Hybrid 4G LTE

○

プラチナバンド

◯

VoLTE

○

HD Voice（3G）

○

世界対応ケータイ

○

テザリング

○

緊急速報メール

○

NFC

◯

S!メール（MMS）

◯

おサイフケータイ®

◯

GPS

○

Wi-Fi

○

Bluetooth®

◯

赤外線通信（IrDA）

－

フルセグ

－

ワンセグ

◯

防水／防じん

※

○

※ IPX5／8 相当。IPX5 とは、内径 6.3 ㎜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。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、電話機としての性能を有することを意味します。また、高温のお湯や冷水に浸けた
り、かけたりしないでください。防じん：IP6X 相当。IP6X とは、直径 75µm 以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を入れて
8 時間塵埃を攪拌（かくはん）させた後、電話機の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。本機の防塵性能は IP6X
相当の保護度合を保証するものであり、砂浜の上に直接置くなどの利用方法に対し保証するものではありません。
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3．主な仕様
通信方式
サイズ（幅×高さ×厚さ）／重さ
W-CDMA 網
GSM 網
連続通話時間／
連続待受時間
FDD-LTE 網
AXGP 網
ディスプレー
モ バ イ ル カ メ ラ メイン
（画素数／タイプ） サブ
外部メモリー／推奨容量
ROM
内蔵メモリー
RAM
CPU（クロック数／チップ）
電池容量
Wi-Fi（対応規格、周波数）
Bluetooth®
OS
カラーバリエーション

こちらをご覧ください。
約 66×126×8.9mm／約 121g（暫定値）
未定
未定
未定
未定
約 4.7 インチフル HD 液晶（1,920×1,080 ドット）
IGZO（最大 1,677 万色）
有効画素数約 1,310 万画素／CMOS
有効画素数約 500 万画素／CMOS
microSDXC カード（別売）／200GB
16GB
3GB
ヘキサコア（1.8GHz×2＋1.4GHz×4）／MSM8992
2,810mAh
IEEE 802.11 a／b／g／n／ac（2.4GHz、5GHz）
Ver.4.1
Android 5.1
レッド、ホワイト、ブラック、ピンク、ブルー

4．発売時期 ： 2016 年 1 月中旬










Google 、Google ロゴ、Android は、Google Inc. の登録商標または商標です。
microSD 、microSDHC 、microSDXC は、SD-3C,LLC の商標です。
Bluetooth は米国 Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
おサイフケータイは、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
S!メール、世界対応ケータイ、ULTRA SPEED は、ソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
AQUOS および AQUOS ロゴ、Xx、ダブルエックスは、シャープ株式会社の登録商標または商標です。
SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

 「AQUOS Xx2 mini」は開発中のため、上記仕様は変更される可能性があります。
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（シャープ製）

レッド

左から、ホワイト／ブラック／ピンク／ブルー
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＜Lenovo TAB2（レノボ製）の概要（予定）＞ （SoftBank）
1． 主な特長


約 8 インチの画面サイズで、片手で気軽に持ち歩けるタブレット
狭額縁約 8 インチディスプレーを搭載しながら、片手で持ち歩けるコンパクトサイズのタブレッ
ト。画像処理エンジン「MiraVision」により、明るく、コントラストの高い画面を実現していま
す。大きく高画質な画面で、気軽に動画を楽しむことができます。



本体前面にデュアルスピーカーを搭載
本体の前面にデュアルスピーカーを搭載。迫力のある音量で映像を楽しむことができます。また、
オーディオデジタル処理により、特定の音域における音量やダイナミックレンジの補正を行い、音
割れやゆがみをなくします。さらに、ヘッドホン利用時には擬似的に音源が複数あるような音響効
果を実現し、立体感のある 5.1 バーチャルサラウンドを楽しめます。



「Hybrid 4G LTE」に対応し、高速通信で快適に利用が可能
「SoftBank 4G LTE」と「SoftBank 4G」の両方のネットワークを利用可能な「Hybrid 4G LTE」
に対応。下り最大 112.5Mbps※の高速通信が可能です。また、4,290mAh の大容量バッテリーを
内蔵し、外出先でも電池を気にすることなく、快適に利用することが可能です。

※ 一部エリアから順次提供中です。エリアについては当社ウェブサイトをご覧ください。ご利用エリアによっては、下り最大 75Mbps、
37.5Mbps、またはそれ以下となります。また記載している通信サービスはベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境な
どにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。

2． 主な対応サービス･機能
Hybrid 4G LTE

○

プラチナバンド

◯

テザリング

○

緊急速報メール

－

NFC

－

S!メール（MMS）

○
◯
－

GPS

○

Wi-Fi

◯

Bluetooth®

赤外線通信（IrDA）

－

フルセグ

－

ワンセグ

防水・防じん

－

3． 主な仕様
通信方式
サイズ（高さ×幅×厚さ）／重さ
W-CDMA 網
GSM 網
連続待受時間
FDD-LTE 網
AXGP 網
ディスプレー
メイン
モバイルカメラ
（画素数／タイプ） サブ
外部メモリー／推奨容量
ROM
内蔵メモリー
RAM
CPU（クロック数／チップ）
電池容量
Wi-Fi（対応規格、周波数）
Bluetooth®

こちらをご覧ください。
約 212.3×12.5.5×9.3mm ／約 353g
約 400 時間（静止状態）
約 660 時間（静止状態）
約 738 時間（静止状態）
未定
約 8 インチ WXGA（1,280×800 ドット、最大 1,677 万色）
有効画素数約 500 万画素／CMOS
有効画素数約 200 万画素／CMOS
microSDXC カード／最大 64GB
8GB
2GB
1.3GHz クアッドコア／MT8735
4,290mAh
IEEE 802.11 b／g／n（2.4GHz）
Ver.4.0
17

OS
カラーバリエーション

AndroidTM 5.0
ミッドナイトブルー、パールホワイト

4． 発売時期 ： 2015 年 11 月下旬

 4G は、第 3.5 世代移動通信システム以上の技術に対しても 4G の呼称を認めるという国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス
名称として使用しています。
 Android は、Google Inc. の登録商標または商標です。
 microSD、microSDHC、microSDXC は、SD-3C,LLC の商標です。
 Bluetooth は米国 Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
 Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
 S!メール、世界対応ケータイ、ULTRA SPEED は、ソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
 SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標
です。
 「Lenovo TAB2」は開発中のため、上記仕様は変更される可能性があります。
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（レノボ製）

ミッドナイトブルー

パールホワイト
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＜Nexus 5X（LG Electronics 製）の概要（予定）＞ （Y!mobile）
1． 主な特長


最新の Android 6.0 Marshmallow を搭載するスマートフォン
最新の Android 6.0 Marshmallow を搭載。Google の Nexus シリーズのため、OS がアップデー
トされる際には、最新の OS をいち早く利用できます。また、ディスプレーには 5.2 インチフル
HD 液晶を、CPU にヘキサコアの「Snapdragon 808」を採用し、動画やゲーム、アプリなどを
大画面で快適に楽しむことができます。さらに、本体背面には指紋センサーを搭載し、指一本で
簡単にロックを解除することが可能です。そのほか、VoLTE にも対応しています。



新サービス「Google Play Music」をはじめ、Google のさまざまなアプリをプリインストール
Google の新しい音楽サービス「Google Play Music」をはじめ、検索、マップ、Chrome、YouTube、
Gmail など定番のアプリをプリインストール。Google の各種サービスをすぐに利用することが
できます。また、Google フォトのアプリを利用すれば撮影した写真も簡単にクラウドで管理する
ことが可能です。

2． 主な仕様
通信方式
最大通信速度（下り／上り）
サイズ（幅×高さ×厚さ）／重さ
W-CDMA 網
GSM 網
連続通話時間／
連続待受時間
FDD-LTE 網
AXGP 網
ディスプレー
モ バ イ ル カ メ ラ メイン
（画素数／タイプ） サブ
外部メモリー／推奨容量
ROM
内蔵メモリー
RAM
CPU（クロック数／チップ）
電池容量
Wi-Fi（対応規格、周波数）
Bluetooth®
OS
カラーバリエーション

こちらをご覧ください。
187.5Mbps／37.5Mbps
約 73×147×7.9mm／約 136g
未定
未定
未定
未定
約 5.2 インチフル HD 液晶（1,920×1,080 ドット、最大 1,677
万色）
有効画素数約 1,230 万画素／CMOS
有効画素数約 500 万画素／CMOS
－
16GB または 32GB
2GB
ヘキサコア（1.8GHz×2＋1.4GHz×4）／MSM8992
2,700mAh
IEEE 802.11 a／b／g／n／ac（2.4GHz、5GHz）
Ver.4.2
Android 6.0
カーボン、クォーツ、アイス

3． 発売時期 ： 2015 年 10 月下旬 （10 月 9 日予約開始）

20

（LG Electronics 製）

カーボン

左から、クォーツ／アイス
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＜LUMIERE（Huawei 製）の概要（予定）＞ （Y!mobile）
1．主な特長
 薄さ約 7.7mm と手におさまるサイズながら、約 5 インチ HD ディスプレーを搭載
薄さ約 7.7mm と手にすっぽりとおさまるコンパクトなサイズでありながら、鮮やかな約 5 イン
チの HD ディスプレーを搭載。サイドフレームや背面パネルの仕上げにもこだわった、シンプル
で洗練されたデザインとなっています。


オクタコア CPU を内蔵、スムーズで快適な操作性を実現
オクタコア CPU を内蔵することで、スムーズで快適な操作性を実現。複数の作業を同時に行っ
てもストレスなく利用できます。



約 1,300 万画素のメインカメラ、約 500 万画素のサブカメラを搭載
ノイズの目立たない適正露出で美しい写真撮影が可能な有効画素数約 1,300 万画素のメインカメ
ラを搭載。また、高感度センサーと広角 22mm、有効画素数約 500 万画素のサブカメラを搭載し
ており、色鮮やかな「自撮り」撮影を楽しむことが可能です。自分好みの設定で美しく撮影が可
能な「パーフェクトセルフィ」や、サブカメラによるパノラマ撮影が可能な「パノラマセルフィ」
など、
「自撮り」向けの機能を充実させています。

3．主な仕様
通信方式
サイズ（幅×高さ×厚さ）／重さ
W-CDMA 網
連続通話時間／
GSM 網
連続待受時間
FDD-LTE 網
ディスプレー
モ バ イ ル カ メ ラ メイン
（画素数／タイプ） サブ
外部メモリー／推奨容量
ROM
内蔵メモリー
RAM
CPU（クロック数／チップ）
電池容量
Wi-Fi（対応規格、周波数）
Bluetooth®
OS
カラーバリエーション
4．発売時期 ：








こちらをご覧ください。
約 71×143×7.7mm／約 131g
約 750 分／約 590 時間（静止状態）
約 1,140 分／約 600 時間（静止状態）
待受時間：約 460 時間（静止状態）
約 5 インチ HD 液晶（1,280×720 ドット）
有効画素数約 1,300 万画素／CMOS
有効画素数約 500 万画素／CMOS
microSDHC カード（別売）／32GB
16GB
2GB
オクタコア（1.2GHz×8）／Hisilicon Kirin620
2,200mAh
IEEE 802.11 b／g／n（2.4GHz）
Ver.4.0
Android 5.0
ホワイト、ブラック、ゴールド

2015 年 10 月下旬

Google 、Google ロゴ、Android は、Google Inc. の登録商標または商標です。
microSD 、microSDHC 、microSDXC は、SD-3C,LLC の商標です。
Bluetooth は米国 Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
おサイフケータイは、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
S!メール、世界対応ケータイ、ULTRA SPEED は、ソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

 「LUMIERE」は開発中のため、上記仕様は変更される可能性があります。
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（Huawei 製）

ホワイト

左から、ブラック／ゴールド
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＜AQUOS ケータイ／AQUOS ケータイ 504SH（シャープ製）の概要（予定）＞ （SoftBank
／Y!mobile）
1． 主な特長
 高精細な約 3.4 インチの大画面液晶を搭載する AQUOS ケータイ
約 3.4 インチ qHD 液晶を搭載する AQUOS ケータイ。高精細なディスプレーによって、メニュ
ー画面やメールなどをきれいな文字で見やすく表示することができます。また、SoftBank は 8
色、Y!mobile は 3 色と、豊富なカラーバリエーションを用意し、好みに応じて選べます。


約 800 万画素カメラ、防水・防じん、ワンセグなど基本機能が充実し、
「LINE」も利用可能
カメラは有効画素数約 800 万画素の CMOS カメラを搭載。IPX5／7 の防水と IP5X の防じんに対
応し※、ワンセグや赤外線も搭載するなど基本機能が充実しています。また、通話やメールを楽
しめるコミュニケーションアプリ「LINE」を利用することも可能です。さらに、
「HD Voice（3G）
」
に対応し、高音質な音声通話が可能です。



大容量バッテリーに省エネモードを搭載し、安心して長時間利用可能
1,410mAh の大容量バッテリーを搭載。さらに、時間や電池残量によって自動でモードを切り替
える省エネモードを備えることで、電池を気にすることなく長時間安心して利用することができ
ます。

※

防水：IPX5／IPX7 相当。IPX5 とは、内径 6.3 ㎜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 の水槽に電話機本体を静かに沈め、約 30 分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性
能を保ちます。防じん：IP5X 相当。IP5X とは、直径 75µm 以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を 8 時間入れて攪
拌（かくはん）させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。本機の防じん性能は IP5X
相当の保護度合を保証するものであり、砂浜の上に直接置くなどの利用方法に対し保証するものではありません。

2． 主な仕様
通信方式
最大通信速度（下り／上り）
サイズ（幅×高さ×厚さ）／重さ
連続通話時間／ W-CDMA 網
連続待受時間
GSM 網
「ワンセグ」連続視聴時間
メイン
ディスプレー
サブ
モバイルカメラ（画素数／タイプ）
防水／防じん
Bluetooth®
外部メモリー／推奨容量
カラーバリエー SoftBank
ション
Y!mobile

こちらをご覧ください。
21Mbps／5.7Mbps
約 51×113×17.6mm（折りたたみ時）／約 124g
約 660 分／630 時間
約 410 分／530 時間
約 6 時間 50 分
約 3.4 インチ qHD（960×5400 ドット）TFT 液晶（最大 1,677 万色）
約 0.7 インチ（21×96 ドット）有機 EL
有効画素数 800 万画素／CMOS
IPX5、IPX7／IP5X
Ver.4.1
microSDHC カード（別売）／最大 32GB
ターコイズ、ゴールド、ピンク、ホワイト、パープル、レッド、
ネイビー、ブラック
レッド、ホワイト、ブラック

3． 発売時期 ： ＜SoftBank＞ 2015 年 11 月下旬
＜Y!mobile＞ 2015 年 12 月中旬





microSD、microSDHC は、SD-3C,LLC の商標です。
Bluetooth は米国 Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
AQUOS および AQUOS ロゴはシャープ株式会社の登録商標または商標です。
SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

 「AQUOS ケータイ」
「AQUOS ケータイ 504SH」は開発中のため、上記仕様は変更される可能性があります。
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（シャープ製）

SoftBank

ターコイズ

左から、ゴールド／ピンク／ホワイト／パープル／レッド／ネイビー／ブラック
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（シャープ製）

Y!mobile

レッド

左から、ホワイト／ブラック
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＜DIGNO® ケータイ／DIGNO® ケータイ 502KC（京セラ製）の概要（予定）＞ （SoftBank
／Y!mobile）
1．主な特長


防水・防じんに加え、MIL 規格準拠の耐衝撃性能を搭載
防水（IPX5／IPX8）
、防じん（IP5X）に対応※1。また、米国国防総省基準 MIL-STD-810G にお
ける規格に準拠した耐衝撃性能※2 も備えており、日常のさまざまなシーンで安心して使用できま
す。



FDD-LTE に加え、VoLTE と「HD Voice（3G）
」に対応
FDD-LTE に対応し、高速通信を利用可能。また、VoLTE と「HD Voice（3G）
」にも対応。クリ
アで聞き取りやすい通話を実現しています。



約 800 万画素カメラ、赤外線、ワンセグなど基本機能が充実し、
「LINE」も利用可能
有効画素数約 800 万画素の CMOS カメラに、ワンセグや赤外線なども搭載し、基本機能が充実
しています。また、通話やメールを楽しめるコミュニケーションアプリ「LINE」を利用するこ
とも可能です。さらに、フルブラウザー閲覧に対応し、スマートフォン向けやパソコン向けのウ
ェブサイトなどもそのまま閲覧できます。

防水： IPX5 とは、内径 6.3 ㎜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。IPX8 とは、常温で水道水、かつ静水の水深 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時に通信機器としての機能を有することを意味します。防じん：直径 75µm 以下の
塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を 8 時間入れて攪拌（かくはん）させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に
維持することを意味します。
※2 米国国防総省が制定した MIL-STD-810G Method 516.6：Shock-ProcedureIV に準拠した規格において、高さ 1.22m から合板（ラワ
ン材）に製品を 26 方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではございません。
※1

2．主な仕様
通信方式
最大通信速度（下り／上り）
サイズ（幅×高さ×厚さ）／重
さ
連続通話時間／ W-CDMA 網
連続待受時間
GSM 網
「ワンセグ」連続視聴時間

こちらをご覧ください。
150Mbps／37.5Mbps
約 51×114×18.2mm（折りたたみ時）／約 130g

未定
未定
未定
約 3.4 インチ FWVGA（854×480 ドット）TFT 液晶（最大 1,677 万
メイン
色）
ディスプレー
サブ
約 0.9 インチ（36×128 ドット）有機 EL
モバイルカメラ（画素数／タイプ） 有効画素数 800 万画素／CMOS
防水／防じん
IPX5、IPX8／IP5X
®
Bluetooth
Ver.4.1
外部メモリー／推奨容量
microSDHC カード（別売）／最大 32GB
カラーバリエーション
カッパー、ブラック、ホワイト、ピンク、ブルー
3．発売時期 ： 2016 年 3 月中旬





microSD、microSDHC は、SD-3C,LLC の商標です。
Bluetooth は米国 Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
「DIGNO」は京セラ株式会社の登録商標です。
SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

 「DIGNO ケータイ」
「DIGNO ケータイ 502KC」は開発中のため、上記仕様は変更される可能性があります。
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（京セラ製）

カッパー

左から、ブラック／ホワイト／レッド／ブルー
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＜かんたん携帯 9（シャープ製）の概要（予定）＞ （SoftBank）
1．主な特長
 約 3.4 インチの大画面液晶と「デカ文字」で見やすさと使いやすさを追求
メインディスプレーには大画面の約 3.4 インチ qHD 液晶を搭載。サブディスプレーには視認性
の高い約 1.3 インチの有機 EL を搭載し、メニュー画面やメールの画面などには「デカ文字」を
採用するなど、見やすさと使いやすさにこだわっています。また、よく連絡する相手を登録して
ワンタッチで連絡ができる「楽ともボタン」を搭載しています。


クリアで聞き取りやすい通話音質を実現する「くっきりトーク」
、VoLTE に対応
高周波の音域を持ち上げる音響チューニングを行うことで、通常モードに比べてクリアで聞き取り
やすい通話音質に切り替えられる「くっきりトーク」を搭載。VoLTE や「HD Voice（3G）
」にも
対応し、高音質で快適な音声通話が可能です。



コミュニケーションアプリ「LINE」に対応
通話やメールを楽しめるコミュニケーションアプリ「LINE」に対応。利用時にカーソルをわか
りやすい色で表示し、上下のボタンで項目を移動できるため、メッセージの確認や入力などの操
作を簡単に行うことができます。

2．主な仕様
通信方式
最大通信速度（下り／上り）
サイズ（幅×高さ×厚さ）／重
さ
連続通話時間／ W-CDMA 網
連続待受時間
GSM 網
「ワンセグ」連続視聴時間
メイン
ディスプレー
サブ
モバイルカメラ（画素数／タイプ）
防水／防じん
Bluetooth®
外部メモリー／推奨容量
カラーバリエーション

こちらをご覧ください。
150Mbps／37.5Mbps
約 51×113×17.6mm（折りたたみ時）
（暫定値）／未定
未定
未定
未定
約 3.4 インチ qHD（960×540 ドット）TFT 液晶（最大 1,677 万色）
約 1.3 インチ（128×128 ドット）有機 EL
有効画素数 800 万画素／CMOS
IPX5、IPX7／IP5X
－
microSDHC カード（別売）／最大 32GB
プラチナシルバー、ワインレッド、ネイビー

3．発売時期 ： 2016 年 3 月上旬






microSD、microSDHC は、SD-3C,LLC の商標です。
Bluetooth は米国 Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
AQUOS および AQUOS ロゴ、くっきりトーク、楽ともボタンはシャープ株式会社の登録商標または商標です。
SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標
です。

 「かんたん携帯 9」は開発中のため、上記仕様は変更される可能性があります。
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（シャープ製）

プラチナシルバー

左から、ワインレッド／ネイビー
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