SIM フリースマートフォン

すべてが新しい。
すべてをこれひとつで。
普段使いから支払いまで、
NuAns NEO [Reloaded] と
共に暮らす。

本当に欲しかったものを追い求め
たどりついた答えがここにある

私たちの毎日の暮らしに欠かすことができなくなったスマートフォン。
日々向上する技術により、“デジタル製品としての性能”は
多くのユーザーが満足できる領域にまで進歩しました。
しかし、毎日の暮らしの中で使われる道具としてスマートフォンは
本当に馴染んでいるのでしょうか。
毎日のように手のひらに置き、指先で操作するデバイスとして、
本当の意味で心地よさを感じることができているのでしょうか。
私たちはこれまでにあったスマートフォンの常識にとらわれることなく、
あらゆる角度から、“あるべき姿”を考え抜き、さまざまなアイディアに挑戦し、
ゼロから設計し直すことで、ようやく求めていたものにたどりつくことができました。
まったく新しいスマートフォン NuAns NEO [Reloaded] の誕生です。
（ニュアンス・ネオ・リローデッド）

手に馴染むモノとして
“薄さ”に対するアプローチの見直し

ひとりひとりの「お気に入り」をつくる

日々進歩する技術と新製品のための差異づくり。その結果、スマート

財布や手帳のように、毎日手にするアイテムは自分のお気に入りにしたい。スマートフォンであってもこの気持

フォンのデザインは薄型化の一途を辿ってきました。しかし、ある一

ちが変わることはありません。NuAns NEO [Reloaded] は、機能の核となる“CORE（コア）”と保護や装飾

定以上に薄くなり続けることは、本当に使いやすさや機能性を高めて

を目的とした“カバー”を分離して設計することで、デザインや機能性をユーザーの好みで組み上げることを可

いるとは言いがたく、かえって持ちにくさや落としやすさへと繋がっ

能にする新しい考え方です。

ていました。
数種類の決められたカラーバリエーションから選ばなくてはいけない既存のスマートフォンは、他人と被りやすく、
NuAns NEO [Reloaded] を手にしてみると、その意外な軽さにも驚

彩りを与えるならば別途カバーやアクセサリーを自分で探さなければいけません。メーカーがいくら細かくデザイ

くでしょう。厚くなってしまったのではなく、あえて薄さを追求せず、

ンし薄型化を実現しても、結局は一体感の少ない厚みのあるスマートフォンに成り下がってしまいます。

薄型化を可能にする最新技術を“製品価値を高める”ことに力を注い
だ結果なのです。

NuAns NEO [Reloaded] は、最初からカバーを本体の一部として設計しているため、選ぶ楽しさ、自分のオリ
ジナルを持つことへの特別感を味わいながら、デザイン性も損なわないという新しいスタイルを提供しています。

その特徴的でシンメトリックなラウンドフォルムは誰もがしっくりと
くる持ちやすさを提供し、さらに大容量バッテリー、IC カードスロッ

トップとボトム、それぞれに素材とカラーを選べるシンプルな TWOTONE と、保護性能を高めて機能的な手帳

トの装備を実現して使い勝手も向上させました。

タイプの FLIP。好みやシーンに応じて選び、手軽に交換することを可能とし、ひとつの CORE を何通りものデ
ザインで彩ることができます。

日本はもとより世界でも、最優秀デザイン賞を獲得
日本を代表するデザイン賞であるグッドデザイン賞にて、特に高い評価
を得た 100 件に授与される「グッドデザイン・ベスト 100」
、またその
中から特に優れていると認められた「グッドデザイン特別賞［ものづく
り］
」を同時受賞。さらに、国際的に権威のあるデザインアワードのひと
つである iF デザインアワードにて世界でたった 75 点だけが選ばれる最
優秀デザイン「iF ゴールドアワード」をスマートフォンカテゴリーにお
いて日本初受賞しました。
NuAns NEO のカスタマイズコンセプトや、薄さだけにこだわらず、持
ちやすさを求めたシェイプなどが代わり映えのないスマートフォンのデ
ザインとは一線を画していることが認められたと言えます。

自由な組み合わせで

“ デ バ イ ス ”の 存 在 感 を

自分らしさを表現できる

意識させない

TWOTONE（ツートーン）と名付けたシンプルなバックカバータイプ

CORE 本体背面の IC カード収納スペースとは別に、2 つのカードポケッ

のデザインには、多様なカラー、素材を選択し、上下をそれぞれ組み

トと大きめの収納ポケットを設けた、従来のスマートフォンにはなかっ

合わせることで個性を引き出せるデザインを採用しました。誰が見て

た外装、FLIP（フリップ）を NuAns NEO [Reloaded] のためにデザ

も NuAns NEO [Reloaded] だと分かるそのデザインは、ファッショ

インしました。

ンの中においても圧倒的な存在感を発揮します。
フタの機構を利用して動画視聴に最適なスマートフォンスタンドとし
ユーザーの手に触れるスマートフォンの感触にはさまざまな好みがあ

ても利用できます。さらに、FLIP のフタを開けるだけで ON になり、

ります。しっとりとした感覚、サラリと乾いた感触、ナチュラルな素

フタを閉じるだけでスリープになるという便利さも兼ね備えています。

材感。そして、好みのカラーとテクスチャー。上下のカラーや素材を
自由に組み替えることで、異なる素材の 2 トーンデザインに仕上げる

マグネットで自然に留まる手帳型のフタをくるりと巻き込んで、カメ

ことができます。

ラレンズまでも包み込める FLIP は、その温かみある素材や特徴的なカ
ラーで個性を主張しながらも、無機質で冷たい“デバイス”としての表

さらにボトムカバーを取り外すだけで、背面に挿入した IC カードを取
り出せるため、プリペイド型の IC 支払カードをチャージしたいときも、
手早く行なえるようデザインしました。

情を抑えます。

Made in Japan

“ 本 物 ”と“ 触 感 ”に こ だ わ っ た マ テ リ ア ル の 選 択
日本にしかない素材と日本でしかできない生産技術

テナージュ®( ナ チュラル ウッド )
放熱や加工精度に問題が生じるため、デジタルデバイスの外装として一般的に
は理想的ではない天然木。しかし、強度と耐久性を持つ日本生まれの素材【テ
ナージュ】と、優れた状態を保つことができる日本の卓越した生産技術を組み

毎日使う道具には、その美しさだけでなく高い耐久性も求められます。どのようにすれば、本物の風合いと触感

合わせることで、機能を阻害せず木の風合いを保つことに成功しています。
※テナージュはゼロワンプロダクツ株式会社の登録商標です。

を得ながら、工業製品として安定した品質を提供できるのか。私たちは天然素材や耐久性と風合いに定評ある人
工素材を吟味し、多様な選択肢を提供する生産技術を採用しました。それは、Made in Japan の素材や日本の
特許技術で実現できた、日本のものづくりで成り立っています。

クラリーノ®
プラスチックのチープな質感からの脱却を目指し、さらに NuAns らしい自然
な風合いを持つ素材をテーマに評価した結果、私たちが採用した素材が【クラ
リーノ】です。均質で耐水性を持ち、擦過などにも強く安定した品質を長期間
保持できます。調色の自由度が高く、繊細な色合わせが容易なこともクラリー
ノを採用した大きな理由のひとつです。
※クラリーノは株式会社クラレの登録商標です。

ウルトラスエード®
【ウルトラスエード】は、超極細繊維が束状になって緻密に絡み合ったスエー
ド調の人工皮革です。耐久性・防汚性が高く、なめらかな起毛感は手にやさし
く馴染むだけでなく、ホールド感も高めてくれます。NuAns NEO に採用し
たウルトラスエードは、白と黒がランダムに混ぜ合わされた生地に対し、特別
な加工を施し、杢感を表現しています。
※ウルトラスエードは東レ株式会社の登録商標です。

彩る楽しさ、作る楽しさ。
カスタマイズとパーソナライズで演出
NuAns NEO [Reloaded] は、カバーを好みに応じて組み合わせて選ぶことができ、手軽に交換ができる新しい
スタイルを提供しています。それでも、ひとりひとりの好みの服が違うように、さらなる多様性が求められます。
そこで、NuAns オリジナルのカバーのほかに、サードパーティー製の特徴あるカバーも用意しています。まった
くテイストの異なるカバーの登場で、さらに自由度が拡がり、現在約 700 通りものデザインで彩ることができます。

デニム
誰もが身につけたことのある、親しみのある素材であるデニム。カジュアルに
合わせやすく、耐久性と味わい深さを両立する素材として世界的にも高品質と
評価されている岡山県児島産のピュアインディゴデニムを採用しました。江戸

本物を求める大人向け GRAMAS シリーズ

時代から厚地織物の産地として有名な児島産のデニムの持つ、使い込むほど変

GRAMAS が手がける NuAns NEO の TWOTONE カバーと FLIP

化する味わいをお楽しみください。

ケースは、希少性の高い革を贅沢に使用した、使い込むほどに艶
の出る美しい仕上がりとなっています。同じ革を使用していても
ひとつひとつ表情が異なり、それぞれを職人が本磨きによる完全
手作業でつくり込んでいます。GRAMAS シリーズを組み合わせ
れば、大人でラグジュアリー な NuAns NEO [Reloaded] に生

コル ク

まれ変わります。

ほんのりと柔らかく、温かみを感じるイタリア Villani Leonello 社が生産す
るコルク生地は、同社独自の技術と経験により非常に柔軟で耐久性に優れた素
材に仕上げられており、手のひらへの馴染みがよく、使うほどに味わいを深め
ていきます。生地に使われている原料はすべて天然に由来しており、加工時に
健康や環境への負荷をかけないよう配慮されています。

さらなる自由と個性を求めるあなたに
TWOTONE・FLIP の 3D データを公開

ストーン
イタリア Villani Leonello 社が開発した新素材であるストーンは、曲げることな
ど到底思いつかないような固くて頑丈な石を、非常に柔らかく耐久性のあるシート
状に仕上げ、テキスタイルと同じように取り扱うことができるようにしました。天
然の石本来の美しさ、触感、風合いを感じることができ、同じ素材でも柄・デザイ
ンがまったく同じシートをつくることはできません。ヒンヤリとした触感や、清流
で削り上げられたような不思議な質感を提供します。

自分だけのオリジナルカバーをつくりたい。そんなクリエイティ
ブなあなたのために、TWOTONE および FLIP の 3D データを無
償公開しています。
TWOTONE の標準ラインナップと組み合わせてもよし、あなた
の好きな素材やカラーを使って上下ともオリジナルの組み合わせ

パンチングウルトラスエード
水にも強く、
“洗えるスエード”でもある東レ社のウルトラスエード。その優れた

をつくるのも面白いでしょう。ぜひ、あなただけのデザインに挑
戦してみてください。

生地に、さらにグリップ感を増すパンチング仕上げを施しました。涼やかなイメー
ジをもたらすパンチング加工されたウルトラスエードは、その独特のテクスチャー
を得られるとともに、引っ掻きや擦過に強い耐久性と安定した品質を誇ります。
家具のような質感でありながら、スニーカーのようなカジュアルさ、ライトさを
実現しています。

※ウルトラスエードは東レ株式会社の登録商標です。

さらに、
「オリジナルカバーをつくってみたいけれど、3D データ
を扱うのは難しい ...」という方のために、カバーのベースとなる
プラスチックパーツも用意しています。プレーンな状態のカバー
は、お好みの生地やステッカーを貼り付けるだけで簡単に仕上げ
ることができます。

NuAns NEO [Reloaded] では最新の Android 7（Nougat）を採用しています。
マルチウィンドウ、新たな通知エリア、設定機能など、機能面もさることながら、
さまざまな部分で表示レイアウトが改善され、大幅に使いやすさが向上した最新

最新のスマートフォン OS で
最高の体験を

の Android が、私たちのデザインコンセプトにも合うと考えたためです。
Android 7 は通信量を削減する“データセーバー”機能により、無駄な通信パケッ
トの消費も抑えることが可能になったほか、消費電力の管理をより厳密に行なう
ことでバッテリー持続時間も最適化が進み、より長く使い続けることができるよ
うになりました。
Google Play にも対応し、無数の Android 用アプリを活用可能とすることで、
ビジネスからパーソナル、エンターテインメントまで、多様な使い方に対応でき
ます。世界で圧倒的なシェアを誇る Android システムで使い方は自由自在に拡
がります。

長く使えて、早く充電。

デザインだけでなく、スペックも最新かつハイエンド

大容量バッテリーと高速充電技術のコンビネーション

スマートフォンの性能を司る心臓部に

NuAns NEO [Reloaded] は iPhone を大幅に上回る 3,450mAh の

は Qualcomm 社 の 最 新 チ ッ プ セ ッ ト

大容量バッテリーを搭載しています。どんなに優れたスマートフォ

「Snapdragon 625」 を 採 用 し ま し た。

ンでも電池が無くなってしまっては意味がありません。バッテリー

NEO [Reloaded]

2.0GHz の CPU コ ア を 8 つ 搭 載 す る オ ク

残量を気にせず使える安心感を求め、薄さよりも利便性を追求し

3,450mAh

タコア仕様でまったくストレスのない動作

た結果です。

性能を提供し、新しいグラフィックスコア

バッテリー容量

iPhone 7

一般的には大容量バッテリーを搭載していると、長時間使用はで

（GPU）Adreno 506 はゲームなどのアプ

1,960m Ah

きるもののバッテリーへの充電に長く時間がかかってしまいます。

リなどでその実力を発揮します。

そこで、Qualcomm 社の最新急速充電技術 Quick Charge 3.0
非常に高いパフォーマンスを備えながらも、

に対応しました。Quick Charge 2.0 や 3.0 に対応する USB 充電

従来と比べて最大 35% の消費電力を削減

器（別売り）と組み合わせることで効率よく急速充電が可能です。

1 時間

しており、長時間使用することができます。
上下差し間違いのない USB Type-C 端子も、

朝起きたとき、スマートフォンの充電を忘れていたことに気付い

USB 3.0 に対応することで高速な通信が可

た。そんな時でも、わずか 1 時間で 70% 以上も充電が可能なので、

能です。

時間がないときにもしっかりと充電することが可能です。

70％充電

狭額縁、高精細、最高峰の高画質を誇る

基礎体力も十分に、長く安心して使用可能

シャープ製 5.2 インチフル HD 液晶ディスプレイ

もっとも身近な“パーソナルコンピューター”でもあるスマートフォン。安心して長くお使いいただくためにも、
将来を見据えて余裕をもったハードウェア設計を行なっています。

大きすぎず、小さすぎない 5.2 インチフル HD 液晶は、日本が誇るシャープ製ディスプレ
イを採用し、毎日眺めるディスプレイを最高レベルのクォリティに仕上げました。広視野

たくさんのアプリを同時に使ってもストレスを感じないよう、メインメモリーには上位モデルにもひけを取ら
ない 3GB を搭載。内蔵フラッシュメモリーも 32GB を搭載し、写真や音楽を入れるには十分なスペースを確

角で写真などを一緒に眺めるのに適し、広色域表示に対応した 428ppi（1 インチあたり
の画素数）に達する高精細なディスプレイはあらゆるコンテンツを滑らかに映し出します。

保しています。たとえ内蔵メモリーをいっぱいに使ったとしても、外部ストレージとして 1TB までの大容量
microSD を追加することができますので、将来にわたって安心して使うことができます。

GB

3

32
GB

MEMORY

STORAGE

4,800 曲

× 20

× 428

1

TB

20,000 枚

microSD
（別売り）

※設定サイズにより前後します。

1インチ

1インチ
NuAns NEO [Reloaded]

優れた耐傷性だけでなく、曲面ガラスでも割れにくい

生活を変える、支払いを変える

日 本 が 誇 る 特 殊 強 化 ガ ラ ス 「 D r a g o n t r a i l P r o ®」 を 採 用

おサイフケータイ対応

毎 日 触 れ る 表 面 ガ ラ ス に も こ だ わ り を 込 め て、

NuAns NEO [Reloaded] はデザインだけでなく、ライフスタイルもスマートに変えていきます。現代のデジタ

AGC 旭 硝 子 製 特 殊 強 化 ガ ラ ス の 最 新 モ デ ル

ルライフスタイルとは切り離せない電子決済「おサイフケータイ」に通信キャリアから端末を発売していないメー

「Dragontrail Pro®」を世界に先駆けて採用しまし

カーとしては初めて対応しました。

た。Dragontrail Pro®は、卓越した耐傷性でガラ
スを傷から守り美しく保ち、さらに世界最高レベル

毎日の支払いを電子マネーや IC カードを通じて NuAns NEO [Reloaded] だけで完結し、煩わしい小銭のやり

の表面圧縮応力で曲面に仕上げられた端面強度を大

取りは必要ありません。新しいスマートなライフスタイルへと導くおサイフケータイ対応は、まさに生活を変え

幅に強化し、落下時の亀裂にも過去最高の耐性を実

てくれる機能です。

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

現しました。ガラス表面には指滑りを良くし、指紋
を目立たせず、拭き取りやすい防指紋加工を施し、
光の反射も抑えながら透明感のある画質を実現して
います。
※ Dragontrail Pro は旭硝子株式会社の登録商標です。

セキュリティと使い勝手を向上させた、
指紋認証センサー搭載
あらゆる情報がスマートフォンに集まってくる現代社会。手元の小さ
な端末はプライベート、ビジネス両面で重要なデータへの入口にも
なっています。そうした情報の安全性と端末使用時の利便性、このふ
たつを両立するには、生体センサーによるロック解除機能が欠かせま
せん。
NuAns NEO [Reloaded] では、最新の指紋センサーを採用すること
でセキュリティの向上とパスコードを毎回入力する煩わしさを排除し

SIM フリーを活かして最適なサービスを選ぶ、
大手キャリアすべてで使えるマルチバンド設計
SIM フリースマートフォンである NuAns NEO [Reloaded] は、日本で使われる主要なキャリアの周波数に対
応することで、docomo、au、SoftBank、いずれにもプラチナバンドと呼ばれる周波数帯も含めて接続できる
よう設計し、幅広いエリアで使用できます。また、国内 MVNO（仮想移動体通信事業者）が提供する通信サー
ビスも利用することができますので、日本における通信サービスすべてに対応していると言えます。サービスを
選ぶ際にも、端末の対応通信キャリアに制限をされることもなく、最適なサービスを選び、後に変更することも
可能な、真の意味での SIM フリースマートフォンといえます。
さらに、LTE 通信を通じて音声通話を実現する新技術 VoLTE に対応することで低遅延・高音質な通話を実現します。

て使いやすさを両立させました。最速 0.3 秒で認証する高精度かつ高
速な認証プロセスは、日々の使用にストレスを感じさせません。

1 / 3 / 19 / 28

4G
LTE

1 / 18 / 26 / 28
1 / 3 / 8 / 28

VoLTE 対応

3G

1 / 6 / 9 / 19
1 / 8 / 11

高画質とフォーカススピードを求めて、

いつでもどこでも使い続けられる、

ソニー製 CMOS センサー採用の高性能カメラを搭載

防塵防滴仕様

カメラはスマートフォンに求められるもっとも重要な機能のひとつ

たとえば外出先で雨が降ってきたり、キッチンでレシピを参照しながら料理をしたり、子供と砂場で遊んだり、

です。高画質はもちろん、シャッターチャンスを逃さないためにも、

28mm MAIN

的確で素早いオートフォーカス機能の実現が必要不可欠です。

水辺で撮影をしたりとライフスタイルのあらゆるシーンで NuAns NEO [Reloaded] を使いたい。そんな要望に
応え IP54 準拠の防塵・防滴を実現しました。

そこで、NuAns NEO [Reloaded] では画質に定評あるソニー製裏
面照射 CMOS センサーをフロント / メインともに採用しました。
メインカメラは扱いやすい 28 ミリ相当の画角を持つ F2.0 の明る
いレンズと、実効感度の高い裏面照射 CMOS 型 1300 万画素セン
サーを組み合わせ画質を向上しました。高速なオートフォーカスを
実現する像面位相差式の距離測定と、高精度のピント合わせを実現
するコントラスト検出機能を併用することで、高速かつ正確なオー
トフォーカスを実現しました。
フロントカメラには 800 万画素センサーと、セルフィー撮影に

IP54

最適な 24 ミリ / F2.2 の超広角レンズを組み合わせました。背景
と一緒に自分自身の撮影や、友人や家族などと一緒に取るグルー
フィー撮影にも活躍します。

像面位相差 オートフォーカス

長く使い続けるのに安心な

フォーカスセンサー

ファームウェア・セキュリティアップデート対応
さまざまな問題解決のアップデートが常に行なわれている Android
フォーカスモーター

24mm

FRONT

システム。不具合の修正だけでなく、セキュリティ面での対策もその
中には多く含まれています。しかし、端末メーカーによっては提供ま
でに長い時間がかかったり、あるいは一切のアップデートが行なわれ
ない場合も多くありました。

シーンに合わせて、カメラは静かに
NuAns NEO [Reloaded] は、設定によりカメラ
のシャッター音を無音にすることができます。乳
幼児の撮影や大好きなペットの撮影、観光地にお

そこで、NuAns NEO [Reloaded] は、購入後も長く安心して使い続
けられるように Android 端末にアップデートを提供している実績ある
ベンダーと提携し、発売後もインターネット経由でのアップデートを
提供します。

ける寺院など、音に気を使う利用シーンでも安心
してカメラを楽しめます。

※ハードウェアまたはサービスの制限により OS のアップデートができない場合があります。
※将来的な OS のバージョンアップにすべて対応するということではありません。
※セキュリティアップデートは Google 社により提供されたアップデートを配信します。

細部に宿る、たくさんのこだわり
NuAns NEO [Reloaded] のこだわりは細部まで行き届いています。
製品そのものに限らず、付属品からパッケージに至るまで、考え抜いたアイディアを込めています。

スマートフォンとしての機能性もしっかりと備えて
基本性能としてもハイスペックな仕様
NuAns NEO [Reloaded] はデザインやコンセプトに優れていることはもちろんですが、
スマートフォンとしての機能性、基本性能も十二分に持ちあわせます。

裏表を気にせず差せる付属 USB Type-C ケーブルの秘密

落下を防ぎ、アクセサリーで彩るストラップ対応

付属の USB Type-C ケーブル（USB 2.0 仕様）は質感の

標準でストラップホールを用意しているので、市販のハ

高いファブリック素材をまとい、充電器やコンピューター

ンドストラップやネックストラップなどを使って、落下

などと接続する USB Type-A 側は特許取得のリバーシブル

から守ることができます。底面に配置したストラップホー

タイプを採用しました。両端共に上下の区別なく差し込む

ルは、使用していないときには目立たないように配慮し

ことができるストレスフリーな仕様になっています。

ました。

数多くの機器との接続が可能な

デュアルマイク搭載による
ノイズキャンセリング機能

Bluetooth 4.1

「Bluetooth 4.1」対応

NFC

次世代標準規格

TypeA /B/F

「USB Type-C（USB 3.0）」端子採用

「NFC Type A/B/F アンテナ」対応

国内主要キャリアおよび

高音質 aptX 対応

MVNO に対応する APN 設定リスト搭載

ワイヤレスでも良い音を

高速通信を実現する

万が一の時にも安心、
本体に難燃性素材を採用

「IEEE802.11ac/5GHz 帯」対応無線 LAN 採用

IC カードの収納に便利、背面カードポケット

中身を取り出した後は ...

ユーザーがクレジットカードや IC カードを収納できる

パッケージはその本体の造形に合わせた長円形になって

カードポケットは、NuAns NEO [Reloaded] の特徴と

います。再生紙を利用した紙管パッケージは、フックの

なっています。その空間には、出荷時に画面を綺麗にす

部分を取り除くと貯金箱になるという、パッケージから

るクリーニングカード機能を備えたダミーカードが挿入

取り出した後も使ってもらえるような仕掛けを施してい

されています。

ます。

レシーバー

インカメラ

メインカメラ
ノイズキャンセルマイク
音量ボタン＋

LED フラッシュ

音量ボタン−
メインスイッチ

ストラップホール
スピーカー

4 極ヘッドセットジャック

USB Type-C ポート

マイク

指紋認証センサー

SPECIFICATIONS
[ 製品仕様 ]

サイズ（H × W × D）

141 × 74 × 11mm

重量

約 150g

OS

Android 7.1
Snapdragon 625（MSM8953）

CPU

メモリとストレージ

8 × A53 / 2.0GHz オクタコア
内蔵

3GB RAM / 32GB フラッシュ

外部

microSD（最大 1TB 対応（UHS-I 3.0））

SIM カード

micro-SIM スロット（nano-SIM アダプター同梱）
2G（Quad band）
3G（W-CDMA）：1/3/5/6/8/9/19 42Mbps/5.76Mbps

対応バンド

4G LTE：1/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/26/28 Cat.4、最大 150Mbps
VoLTE 対応（au 回線）

ディスプレイ

メーカー

シャープ製

サイズ

5.2 インチ

ピクセル数

1920 × 1080

画素密度

428ppi

カバーガラス

カメラ

旭硝子製 Dragontrail Pro ®、防指紋フッ素コーティング
メーカー

ソニー製

リアカメラ

1,300 万画素 / F2.0 / 裏面照射型センサー / 像面位相差オートフォーカス / 28mm 広角レンズ

フロントカメラ

800 万画素 / F2.2 / 裏面照射型センサー / オートフォーカス / 24mm 広角レンズ

防塵 / 防滴

防塵防滴規格：IP54（防塵（IP5X）、防滴（IPX4）
）

おサイフケータイ

対応

NFC リーダーライター

対応

指紋認証センサー

対応

カードポケット

クレジットカード 1 枚収納

ストラップホール

対応

電池容量

3,450mAh

連続通話時間 ※

30 時間

最大待ち受け時間 ※

565 時間

Bluetooth

バージョン 4.1 BLE 対応

無線 L AN

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz 帯 テザリング対応

テザリング

対応（USB, Wi-Fi, Bluetooth）

スピーカー数／マイク数

スピーカー× 1、マイク× 2（ノイズキャンセルマイク含む）

FM ラジオ

対応（ワイド FM 対応）※要ヘッドフォン挿入

搭載センサー

3 軸加速度センサー、3 軸ジャイロセンサー、3 軸地磁気センサー、近接センサー、環境光センサー、
ホールセンサー、GPS

ポート

USB Type-C（USB 3.0 / OTG、Quick Charge 3.0 サポート）
、4 極ヘッドセットジャック（CTIA）

本体素材

難燃性 PC

付属品

USB 2.0 A-C ケーブル（1m）
、
nano-SIM アダプター、
クリーニングカード、
ユーザーガイド（保証書）
※使用状況により変動します。

@nuans_jp
@nuans.jp
@nuans_jp

販売元
トリニティ株式会社 www.trinity.jp
〒 352-0001 埼玉県新座市東北 2-14-17
TEL：048-299-3433 e-mail：info@trinity.jp

2017.05

