2019 年 5 月 13 日
2019 年 5 月 22 日更新
＜報道発表資料＞
KDDI 株式会社
沖縄セルラー電話株式会社

au 2019 夏モデル 9 機種を取り扱い
～写真や動画、ゲームなどエンタメを楽しめる最新機能搭載モデルを
はじめとした幅広いラインアップ～
KDDI、沖縄セルラーは 2019 夏モデルとして、スマートフォン 8 機種、フィーチャーフォン 1 機種
の計 9 機種を、2019 年 5 月 23 日以降順次発売します。
最新機能を搭載し、エンターテインメントをより楽しむことのできるモデルから、お客さまのさまざ
まなこだわりに応えたモデルまで、幅広くラインアップしました。
2019 年夏モデルの主な特長および発売時期は以下のとおりです。特長詳細は、別紙を参照ください。
機種名

主な特長
世界初（注 1）4K 有機 EL＆21:9 シネマワイド

Xperia 1

発売時期（予定）
TM

ディスプレイと Xperia 初のトリプルレンズ

2019 年 6 月中旬

カメラ。
Galaxy S10+
Galaxy S10
AQUOS R3
Galaxy A30
HUAWEI P30 lite Premium
TORQUE G04
AQUOS sense2 かんたん
GRATINA（KYF39）

色鮮やかな約 6.4 インチ大画面有機 EL と Galaxy
史上最高性能のスペック（注 2）。
ダイナミック AMOLED ディスプレイと一瞬を美
しく切り取れるトリプルカメラ。
10 億色の表現力と従来比 2 倍（注 3）の明るさを誇
る「Pro IGZO」ディスプレイ（注 4）。
大画面有機 EL&大容量バッテリーの Galaxy
スタンダードモデル。
広角レンズ・トリプルカメラと大容量 128GB の
ROM を搭載。
圧倒的なタフネス性能（注 5）と手ブレと暗所に強
い約 2,400 万画素のカメラ。
スマホ初心者でも分かりやすい、かんたんな
ホーム画面と学習アプリを搭載。
5 色の美しいカラーと使いやすいシンプルな
デザイン。

（※）発売日が決定次第、別途ご案内します。

2019 年 5 月 23 日
2019 年 5 月 23 日
2019 年 5 月下旬
2019 年 5 月下旬
時期未定（※）
2019 年 8 月下旬
2019 年 6 月中旬
2019 年 5 月 24 日

au 公式アクセサリー「au +1 collection」からは、2019 夏モデルを彩るスタイリッシュで機能的
なカバー・ケース、保護ガラスなどの定番アクセサリーを順次発売するほか、スマートフォンを
より幅広く楽しむことができるゲーミングアクセサリーをラインナップし、驚きとワクワクの体
験を拡げていきます。
そのほか、一部モデルについて、発売記念キャンペーンを実施します。各端末のキャンペーン詳細を
参照ください。
機種名
Galaxy S10＋/S10
Xperia 1

キャンペーン概要
Galaxy S10＋、Galaxy S10 を予約し購入、応募された方全員に、
ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds(SM-R170)」をプレゼント
Xperia 1 を予約し、購入された方全員の au WALLET 残高に
5,000 円（不課税）をキャッシュバック（チャージ）
AQUOS R3 を予約し購入、応募された方全員に au WALLET 残高へ

AQUOS R３

10,000 円（不課税）をキャッシュバック（チャージ）
AQUOS R3 を期間中に購入された方全員に、20,000 円（税抜）の割引

HUAWEI P30 lite Premium

HUAWEI P30 lite Premium を購入し、応募された方へ au WALLET
残高に 3,000 円（不課税）をキャッシュバック（チャージ）

なお、Xperia 1、Galaxy S10+、Galaxy S10、Galaxy A30、GRATINA は、2019 年 5 月 14 日よ
り、au SENDAI、au SHINJUKU、au NAGOYA、au OSAKA、au FUKUOKA にて展示します。ぜひ
お立ち寄りの上、最新機種を体感ください。
KDDI は、「通信とライフデザインの融合」を推進し、”ワクワクを提案し続ける会社”として、
よりお客さまのニーズやさまざまなライフスタイルにお応えできるラインアップを通じて 、
新しい体験価値を創造していきます。
＜参考＞
・TIME&SPACE
「Xperia・Galaxy・AQUOS・TORQUE…au2019 夏モデルの注目ポイントを漢字 2 文字で紹介」
（https://time-space.kddi.com/au-kddi/20190513/2649?bid=co_prts_krl_0179）
以

上

＜別紙＞
エクスペリア

ワン

Xperia 1

～好きを極めたい人々に、想像を超える体験を～
◇世界初（注 1）4K 有機 EL&シネマワイド™ディスプレイで迫力の映像体験
・映画とほぼ同じ比率の 21 :9 シネマワイド™ディスプレイを採用。画面いっぱいに映像を表示できる
ため、映画やゲームなどを圧倒的な没入感と臨場感で体感可能。
・世界初（注 1）の 4K（注 6）HDR 対応有機 EL ディスプレイを搭載。ブラビア®の最先端技術から生まれ
た色鮮やかな映像を実現。
・高画質化技術 X1™ for mobile の新搭載により、標準規格(SDR)の動画をまるで目の前にあるかの
ような色彩感とコントラストのある HDR 相当の美しさに自動変換する「HDR リマスター」を実現。
・解像度の低い動画を、高精細で美しい 4K 画質に変換する「4K アップスケーリング」を搭載。
◇約 6.5 インチの 21:9 大画面で、2 つのアプリの"ながら操作"が快適に
・1 画面での情報量が増えたことにより、見やすさや使いやすさが飛躍的にアップ。WEB や SNS、地図
などの閲覧性が向上。
・動画を見ながらの SNS や、ショッピングサイトを見比べたり、2 つのアプリの同時操作が快適に。
ホーム画面の「21：9 マルチウィンドウ」や、サイドセンスなど、さまざまな方法で簡単に起動可能。
◇Xperia™初のトリプルレンズカメラによる圧巻の表現力
・「標準」
「望遠」
「超広角」を自在に切り替えられる、Xperia 初のトリプルレンズカメラを搭載。
ふんわりきれいなぼけ感や光学 2 倍ズーム、ワイドな風景写真も、思いのままに撮影可能。
・ソニーのデジタル一眼カメラα™の技術による最先端の撮影体験が可能。世界初（注 1）
「瞳 AF」機能で、
人物の瞳に正確にピントを合わせ、美しいポートレートが撮影可能。また、「10fps の AF/AE 追従
高速連写」で、動く被写体にフォーカスを合わせ続けながら、自動で露出も調整して１秒に最大 10 枚
の連写が可能。
・デュアルフォトダイオード搭載のイメージセンサーにより暗所でも高精度なフォーカスを実現。
RAW ノイズリダクションで暗所撮影の画質も向上し、暗いシーンでもくっきり映し出す。
基本スペック
商品名
メーカー

Xperia 1 SOV40
OS
ソニーモバイルコミュニケー
ディスプレイ
ションズ株式会社

Android™ 9 Pie
約 6.5 インチ／有機 EL(HDR 対応)／4K
メインカメラ：約 1,220 万画素＋約 1,220 万
画素＋約 1,220 万画素
サブカメラ： 約 800 万画素
約 72（W）×約 167（H）×約 8.2（D）mm

重量

約 178g

カメラ

電池容量

3,200mAh

メモリ

64GB(ROM)/6GB(RAM）

サイズ
連続通話時間
約 1,930 分/約 470 時間（4G LTE/WiMAX
/連続待受時間
2+エリア）/約 85 時間
/電池持ち時間

カラー

ブラック、ホワイト、グレ
ー、パープル

外部メモリ

microSDXC™(最大 512GB)

4G LTE

対応サービス・機能
● WiMAX 2+

● キャリアアグリゲーション

●

VoLTE

● au メール

+メッセージ／
● SMS（Ｃメール）

●
／
●

フルセグ

● ワンセグ

●

au 世界サービス
（VoLTE/LTE/UMTS/GSM）
緊急速報メール
防水
赤外線通信

● Bluetooth®（ver.5.0）

●

● おサイフケータイ®
● 防塵
－ 生体認証（指紋）

●
●
●

Wi-Fi®テザリング
（最大接続数 10 台）
Wi-Fi®
(IEEE 802.11a/b/g/n/ac）
ワイヤレス充電
耐衝撃
Dolby Atmos®

●
●
－
－
●

同梱品
ソニーモバイル USB Type-C -3.5φ変換ケーブル 01（TV アンテナ機能付）
TM

＜製品画像＞

＜ブラック＞

＜ホワイト＞

＜グレー＞

＜パープル＞

＜au +1 collection＞
カバーを閉じたまま操作ができるソニー純正ケースの「Style Cover Touch」、au オリジナルデザイン
の「kate spadeⓇ バイカラーブックタイプケース」をはじめ、
「Xperia 1」に対応したスタイリッシュで
機能的なカバーやケース、保護ガラスといった定番アイテムを順次発売します。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.au.com/mobile/product/plus-one/android-accessory/

1.商品概要
カテゴリ
ハイブリッド
カバー

商品名
Xperia 1 耐衝撃ハイブリッドカバー／クリア
Xperia 1 EXTREME DEFENSE 耐衝撃ハイブリッドカバー／クリア
ブラック

ハードカバー

Xperia 1 Tinting 着せ替えハードカバー／Paris Preppy

ブックタイプ
ケース

Xperia 1 ブックタイプケース／ブラック
Xperia 1 耐衝撃ハイブリッドブックタイプケース／ブラック
Xperia 1 VOYAGE リボンブックタイプケース／ベージュ
Xperia 1 GRAMAS COLORS QUILT Leather Case／White
Xperia 1 ブックタイプケース／Disney pass Donald Costume
Xperia 1 GRAMAS COLORS EURO Passione 2 Leather Case／
Metallic navy
Xperia 1 Style Cover Touch／Black
Xperia 1 Style Cover Touch／White
Xperia 1 Style Cover Touch／Grey
Xperia 1 Style Cover Touch／Purple
Xperia 1 kate spade（R） バイカラーブックタイプケース／Glitter
Rose Gold
LORNA PASSONI Kipskin Leather Folio Case for Xperia 1／Navy

フィルム

Xperia 1 3D 保護フィルム／高光沢ブラック
Xperia 1 3D 保護フィルム／反射防止ブラック

ガラス

Xperia 1 3D ハイブリッド保護ガラス／ブラック
Xperia 1 3D 保護ガラス／ブラック

カバー・ケース

保護シート

＜Xperia 1 Style Cover Touch＞

＜Xperia 1 kate spadeⓇ
バイカラーブックタイプケース／Glitter Rose Gold＞

2.取り扱い店舗
取り扱い店舗
au ショップ、au オンラインショップ、KDDI および
沖縄セルラーの直営店（https://www.au.com/retail/）

発売日
2019 年 6 月中旬以降順次

■Xperia 1 予約キャンペーン
発売を記念して、期間中に「Xperia 1」を予約し、購入された方全員の au WALLET 残高に 5,000 円
（不課税）をキャッシュバック（チャージ）します。
１．実施期間
予約期間
：2019 年 5 月 14 日～発売日前日まで
購入期間
：発売日～2019 年 7 月 31 日
キャッシュバック時期：2019 年 8 月下旬以降
２．特典
au WALLET 残高へ 5,000 円（不課税）キャッシュバック（チャージ）
キャンペーンの詳細は、キャンペーンサイトにてご確認ください。
・Xperia 1 予約キャンペーン
（https://www.au.com/mobile/campaign/sov40-cb/）

ギャラクシー

エステンプラス

Galaxy S10 +

～あなたの体験を変える、次世代スマートフォン～
◇色鮮やかな大画面有機 EL と多次元サウンドでシネマライクな動画体験を
・画面占有率 93%以上、約 6.4 インチのベゼルレス有機 EL ディスプレイを搭載。最新の動画規格
「HDR10+」に対応することで、高精彩でリアルな色とコントラスト、さらに暗いシーンでも
ダイナミックなトーンマッピングを実現。明るい光の中であっても照度の高い画面もはっきりと視認
可能。
・世界的オーディオブランド AKG 監修のステレオスピーカー搭載により、従来比 1.4 倍（注 7）の音量へ
進化。また多次元サウンドを実現する「Dolby AtmosⓇ」対応により、まるで劇場にいるような臨場感
のある音楽体験が可能。
◇誰でも、いつでも、一瞬を美しく切り取れるトリプルカメラ
・メインカメラは Galaxy 史上初（注 2）となる、望遠、広角、さらに超広角のトリプルカメラを搭載。
肉眼では捉えきれないシーンも撮影可能。また、被写体、風景、時間を分析して 30 種類のシーンを
判別、最適なモードで撮影する「インテリジェント・カメラ」機能も搭載。
・サブカメラは暗い場所でも超高速 AF で綺麗に写真が撮れるデュアルピクセル AF を採用。さらに
約 1,000 万画素と約 800 万画素のデュアルカメラとなり、ライブフォーカス対応で思い通りの
セルフィーを実現。
◇Galaxy 史上最高性能がかなえるパワフルかつ快適なゲーム体験
・Galaxy 史上最大級（注 2）の電池容量 4,000ｍAh を搭載し、長時間のゲームや動画視聴も楽しめる。
さらに Snapdragon 855 の高性能プロセッサと 128GB(ROM)/8GB(RAM）でより快適でスピーディ
な操作が可能。また「ベイパーチャンバー冷却システム」により、スマートフォンの動作遅延を防止。
◇AI が行動を学び、あなただけの使いやすさを追求
・ユーザーの日常生活やスマートフォンの使用パターンを学習し、使っていないアプリを停止可能。
また「Adaptive Power Saving」モードで、1 日の行動予測に基づいてバッテリー寿命を管理。
◇さらに便利な機能も拡充
・「Wireless Power Share」で、ほかのデバイス（注 8）と電力共有が可能のほか、世界初 （注 2）の
「超音波式指紋スキャナー」により画面上で指紋認証が実現。
基本スペック
商品名
メーカー

Galaxy S10+ SCV42
OS
Samsung Electronics Co.,
ディスプレイ
Ltd.

Android™ 9 Pie
約 6.4 インチ／Quad HD+
メインカメラ：約 1,200 万画素+約 1,200 万
画素＋約 1,600 万画素
サブカメラ： 約 1,000 万画素＋約 800 万画
素
約 74（W）×約 158（H）×約 7.8（D）mm

重量

約 175g

カメラ

電池容量

4,000mAh

メモリ

128GB(ROM)/8GB(RAM）

サイズ
連続通話時間
約 2,340 分/約 450 時間（4G LTE/WiMAX
/連続待受時間
2+エリア）/約 130 時間
/電池持ち時間

カラー

プリズム ブラック、プリズ
ム ホワイト

外部メモリ

microSDXCTM（最大 512GB）

4G LTE

対応サービス・機能
● WiMAX 2+

● キャリアアグリゲーション

●

VoLTE

● au メール

+メッセージ／
● SMS（Ｃメール）

●
／
●

フルセグ

● ワンセグ

●

au 世界サービス
（VoLTE/LTE/UMTS/GSM）
緊急速報メール
防水
赤外線通信

● Bluetooth®（ver.5.0）

●

● おサイフケータイ®
● 防塵
－ 生体認証（指紋/顔）

●
●
●

Wi-Fi®テザリング
（最大接続数 10 台）
Wi-Fi®
(IEEE 802.11a/b/g/n/ac）
ワイヤレス充電
耐衝撃
Dolby Atmos®

●
●
●
－
●

同梱品
SC TV アンテナケーブル、AKG チューニング マイク付き高音質イヤホン(試供品)、Micro USB ケーブ
ル(試供品)、OTG 対応 USB 変換アダプタ(試供品)、クリアケース(試供品)クリアケース、保護フィルム
(試供品、貼付済み) 、SIM 取り出し用ピン(試供品)
＜製品画像＞

＜プリズム ブラック＞

＜プリズム ホワイト＞

＜au +1 collection＞
カバーを閉じたまま通話や通知確認・音楽操作ができたり、カバーの色に沿ったテーマ（ホーム
画面、アイコンなど）をお勧めするサムスン純正ケースの「CLEAR VIEW COVER」や、柔軟性と耐性を
同時に備えた「EXTREME DEFENSE 耐衝撃ハイブリッドカバー」をはじめ、「Galaxy S10+」に
対応したスタイリッシュで機能的なカバーやケース、保護ガラスといった定番アイテムを順次発売
します。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.au.com/mobile/product/plus-one/android-accessory/

1. 商品概要
カテゴリ
ハイブリッド
カバー

商品名
Galaxy S10+ 耐衝撃ハイブリッドカバー／クリア
Galaxy S10+ EXTREME DEFENSE 耐衝撃ハイブリッドカバー／ク
リアブラック

ハードカバー

Galaxy S10+ Tinting 着せ替えハードカバー／Dolce Queen

ブックタイプ
ケース

Galaxy S10+ ブックタイプケース／ブラック
Galaxy S10+ VOYAGE リボンブックタイプケース／ベージュ
Galaxy S10+ ブックタイプケース／Disney pass Donald Costume
Galaxy S10+ GRAMAS COLORS EURO Passione 2 Leather Case
／Metallic navy
Galaxy S10+ CLEAR VIEW COVER ／ BLACK
Galaxy S10+ CLEAR VIEW COVER ／ WHITE

フィルム

Galaxy S10+ 3D 保護フィルム／高光沢ブラック
Galaxy S10+ 3D 保護フィルム／反射防止ブラック

ガラス

Galaxy S10+ 3D 保護ガラス／ブラック

カバー・ケース

保護シート

＜Galaxy S10+ CLEAR VIEW COVER＞

2.取り扱い店舗
取り扱い店舗
au ショップ、au オンラインショップ、KDDI および
沖縄セルラーの直営店（https://www.au.com/retail/）

発売日
2019 年 5 月 23 日以降順次

■『Galaxy S10＋/S10』予約キャンペーン
発売を記念して、期間中に「Galaxy S10＋」、
「Galaxy S10」を予約のうえ購入、応募された方全員
に、ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds(SM-R170)」をプレゼントします。

１．実施期間
予約期限
：2019 年 5 月 14 日～発売日前日まで
購入期間
：2019 年 5 月 23 日～2019 年 6 月 9 日
応募期間
：2019 年 5 月 23 日～2019 年 6 月 16 日
商品発送時期：2019 年 6 月下旬以降
２．特典
ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds(SM-R170)」をプレゼント
キャンペーンの詳細は、キャンペーンサイトにてご確認ください。
・『Galaxy S10＋/S10』予約キャンペーン
（https://www.galaxymobile.jp/explore/event/au2019s10/）

ギャラクシー

エステン

Galaxy S10

～洗練されたデザインと最高峰の機能の両立。プレミアムスマホの新しいかたち～
◇途切れのないディスプレイで味わう没入体験
・画面占有率 93%以上、カメラホール以外のほぼ全てをディスプレイにすることで高い没入感を実現。
さらに、従来(注 9)よりも大画面化した約 6.1 インチ有機 EL ディスプレイを採用しつつも、厚さ・
重量削減も実現。
・
「ダイナミック AMOLED」により、各シーンでよりリアルな色とコントラスト、さらに暗いシーンでも
ダイナミックなトーンマッピングを実現。
・ディスプレイには、世界初（注 2）の超音波式指紋センサーを採用。
◇誰でも、いつでも、一瞬を美しく切り取れるトリプルカメラ
・メインカメラは望遠、広角、さらに超広角のトリプルカメラを搭載。肉眼では捉えきれないシーンも撮
影可能。また、被写体、風景、時間を分析して 30 種類のシーンを判別、最適なモードで撮影する
「インテリジェント・カメラ」機能も搭載。
・約 1000 万画素のサブカメラは、暗い場所でも超高速 AF で綺麗に写真が撮れるデュアルピクセルを
採用し、セルフィーの楽しみ方もより拡大。
・メインカメラではプロの写真家たちが意識し撮影している基本ルールと、1 億枚以上の高品質な写真
を分析した高度な機械学習を活用し、撮影時に理想的な構図をガイド表示することも可能。
◇より効率的に進化したバッテリー。さらに電池をシェアできる
・3,300mAh の大容量バッテリーに加え、ユーザーの日常生活や使用パターンを学習し、使っていない
アプリを停止。「Adaptive Power Saving」モードで、1 日の行動予測に基づいてバッテリーの寿命を
管理。
・「Wireless Power Share」で、他のデバイス(注 8)と電力を共有することが可能。
基本スペック
商品名
メーカー

Galaxy S10 SCV41
OS
Samsung Electronics Co.,
ディスプレイ
Ltd.

Android™ 9 Pie
約 6.1 インチ／Quad HD+
メインカメラ：約 1,200 万画素+約 1,200 万
画素+約 1,600 万画素
サブカメラ： 約 1,000 万画素
約 70（W）×約 150（H）×約 7.8（D）mm

重量

約 158g

カメラ

電池容量

3,300mAh

メモリ

128GB(ROM)/8GB(RAM）

サイズ
連続通話時間
約 1,930 分/約 390 時間（4G LTE/WiMAX
/連続待受時間
2+エリア）/測定中
/電池持ち時間

カラー

プリズム ブラック、プリズ
ム ホワイト、プリズム ブル
ー

外部メモリ

microSDXCTM（最大 512GB）

4G LTE

対応サービス・機能
● WiMAX 2+

● キャリアアグリゲーション

VoLTE

● au メール

+メッセージ／
● SMS（Ｃメール）

フルセグ

● ワンセグ

●

au 世界サービス
（VoLTE/LTE/UMTS/GSM）
緊急速報メール
防水
赤外線通信

● Bluetooth®（ver.5.0）

●

● おサイフケータイ®
● 防塵
－ 生体認証（指紋/顔）

●
●
●

Wi-Fi®テザリング
（最大接続数 10 台）
Wi-Fi®
(IEEE 802.11a/b/g/n/ac）
ワイヤレス充電
耐衝撃
Dolby Atmos®

●
●
／
●
●
●
●
－
●

同梱品
SC TV アンテナケーブル、AKG チューニング マイク付き高音質イヤホン(試供品)、Micro USB ケーブ
ル
(試供品)、OTG 対応 USB 変換アダプタ(試供品)、クリアケース(試供品)クリアケース、保護フィルム
(試供品、貼付済み)、SIM 取り出し用ピン(試供品)

＜製品画像＞

＜プリズム ブラック＞

＜プリズム ホワイト＞

＜プリズム ブルー＞

＜au +1 collection＞
カバーを閉じたまま通話や通知確認・音楽操作ができたり、カバーの色に沿ったテーマ（ホーム
画面、アイコンなど）をおすすめするサムスン純正ケースの「CLEAR VIEW COVER」や、滑らかな
曲線美が特徴の「iFace First Class Standard ケース」など、「Galaxy S10」に対応したスタイリッシ
ュで機能的なカバーやケース、保護ガラスといった定番アイテムを順次発売します。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.au.com/mobile/product/plus-one/android-accessory/

1.商品概要
カテゴリ
ハイブリッド
カバー

商品名
Galaxy S10 耐衝撃ハイブリッドカバー／クリア
Galaxy S10 EXTREME DEFENSE 耐衝撃ハイブリッドカバー／
クリアブラック
Galaxy S10 iFace First Class Standard ケース／ブラック

ハードカバー

Galaxy S10 Tinting 着せ替えハードカバー／Dolce Queen

ブックタイプ
ケース

Galaxy S10 ブックタイプケース／ブラック
Galaxy S10 VOYAGE リボンブックタイプケース／ピンク
Galaxy S10 耐衝撃ハイブリッドブックタイプケース／ブラック
Galaxy S10 ブックタイプケース／Disney pass Donald Costume
Galaxy S10 GRAMAS COLORS EURO Passione 2 Leather Case／
Metallic navy
Galaxy S10 CLEAR VIEW COVER ／ BLACK
Galaxy S10 CLEAR VIEW COVER ／ WHITE
Galaxy S10 CLEAR VIEW COVER ／ GREEN

フィルム

Galaxy S10 3D 保護フィルム／高光沢ブラック
Galaxy S10 3D 保護フィルム／反射防止ブラック

ガラス

Galaxy S10 3D 保護ガラス／ブラック

カバー・ケース

保護シート

＜Galaxy S10 CLEAR VIEW COVER＞

2.取り扱い店舗
取り扱い店舗
au ショップ、au オンラインショップ、KDDI および
沖縄セルラーの直営店（https://www.au.com/retail/）

発売日
2019 年 5 月 23 日以降順次

『Galaxy S10＋/S10』予約キャンペーンの詳細は、キャンペーンサイトにてご確認ください。
・『Galaxy S10＋/S10』予約キャンペーン
（https://www.galaxymobile.jp/explore/event/au2019s10/）

ア ク オ ス

アールスリー

AQUOS R 3

～感動しか生み出さない、新世代 IGZO ディスプレイ～
◇10 億色の表現力と 2 倍の明るさで感動のディスプレイ体験、Pro IGZO
・映像視聴のニーズ拡大に応える、新開発の「Pro IGZO」ディスプレイ（注 4）を搭載。表示可能色数は
約 10 億色となり、
「AQUOS R2」と比べ 2 倍の明るさで、肌の質感、空の諧調、風景の空気感など、
細かいニュアンスも表現可能。HDR コンテンツも圧倒的な表現力で楽しめる。
・また、映像の明暗を分析し、周囲の明るさに合わせコントラストと画面の明るさを最適化する
「アウトドアビュー」機能により、明るい屋外でもはっきり見やすい。
◇動きも笑顔もありのまま残す。AI の進化でブレずに撮れるカメラ
・
「AQUOS R2」と比べ 4 倍明るく撮れる新ピクセルセンサーを採用した動画カメラで、暗いシーンでも
ノイズが少なく撮影可能。さらに、リアルタイムで露光を最適化する HDR 撮影や、約 125°の超広角
レンズを生かした強力な電子手ブレ補正により、どんなシーンでもブレずに撮影することを実現。
・大型ピクセルセンサーと F 値 1.7 の明るいレンズを採用した標準カメラを搭載。AI が被写体の動きに
合わせてシャッタースピードと露光を最適に調整する新画質エンジン「Propix2」に加え、高速で正確
にピントを合わせる新オートフォーカスを採用し、明るいシーンや暗いシーンにおいてもピントの
合った撮影が可能。
・動画撮影中に標準カメラで AI が被写体や構図を分析し、笑顔の瞬間や動きに変化があるシーンなどを
自動的に抽出。BGM やエフェクトなどを加えたショートムービーを自動で作成することができる
「AI ライブストーリー」や、動画撮影中に AI が自動でおすすめの静止画を残す「AI ライブシャッタ
ー」を搭載。
◇AQUOS 史上最高のスペックと独自技術で持続するハイパフォーマンス
・最新のチップセット Snapdragon 855 の搭載により「AQUOS R2」と比べて CPU のパフォーマンス
が約 30%、GPU のパフォーマンスが約 20%、AI 処理性能が 3 倍向上。
・128GB(ROM)/6GB(RAM）大容量メモリの搭載と、AQUOS R シリーズで培った独自の放熱設計技術
を採用。

基本スペック
商品名
メーカー

AQUOS R3 SHV44
シャープ株式会社

OS
ディスプレイ

重量

約 185g

カメラ

電池容量

3,200mAh

メモリ

128GB(ROM)/6GB(RAM）

サイズ
連続通話時間
約 1970 分/約 630 時間（4G LTE/WiMAX
/連続待受時間
2+エリア）/約 100 時間
/電池持ち時間

カラー

ピンクアメジスト、
プラチナホワイト、
プレミアムブラック

外部メモリ

Android™ 9 Pie
約 6.2 インチ／Quad HD+
メインカメラ：約 1,220 万画素＋約 2,010 万
画素
サブカメラ： 約 1,630 万画素
約 74（W）×約 156（H）×約 8.9（D）mm

microSDXCTM（最大 512GB）

4G LTE

対応サービス・機能
● WiMAX 2+

● キャリアアグリゲーション

●

VoLTE

● au メール

+メッセージ／
● SMS（Ｃメール）

●
／
●

フルセグ

● ワンセグ

●

au 世界サービス
（VoLTE/LTE/UMTS/GSM）
緊急速報メール
防水
赤外線通信

● Bluetooth®（ver.5.0）

●

● おサイフケータイ®
● 防塵
－ 生体認証（指紋/顔）

●
●
●

Wi-Fi®テザリング
（最大接続数 10 台）
Wi-Fi®
(IEEE 802.11a/b/g/n/ac）
ワイヤレス充電
耐衝撃
Dolby Atmos®

●
●
●
－
●

同梱品
シャープ TV アンテナケーブル 02、クリアケース（試供品）
、SIM 取り出しツール（試供品）

＜製品画像＞

＜ピンクアメジスト＞

＜プラチナホワイト＞

＜プレミアムブラック＞

＜au +1 collection＞
シンプルでミニマルな美しさと保護性能を備えスリープ機能対応の「Air jacket Flip」をはじめ、
「AQUOS R3」に対応したスタイリッシュで機能的なカバーやケース、保護ガラスといった定番
アイテムを順次発売します。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.au.com/mobile/product/plus-one/android-accessory/

1.商品概要
カテゴリ
ハイブリッド
カバー

商品名
AQUOS R3 耐衝撃ハイブリッドカバー／クリア
AQUOS R3 EXTREME DEFENSE 耐衝撃ハイブリッドカバー／クリ
アブラック

ハードカバー

AQUOS R3 Tinting 着せ替えハードカバー／Mode Pairing

ブックタイプ
ケース

AQUOS R3 ブックタイプケース／ブラック
AQUOS R3 VOYAGE リボンブックタイプケース／ピンク
AQUOS R3 ブックタイプケース／Disney pass Donald Costume
Air jacket Flip for AQUOS R3／Pink
Air jacket Flip for AQUOS R3／White
Air jacket Flip for AQUOS R3／Black
AQUOS R3 GRAMAS COLORS EURO Passione 2 Leather Case／
Metallic navy

フィルム

AQUOS R3 3D 保護フィルム／高光沢ブラック
AQUOS R3 3D 保護フィルム／反射防止ブラック

ガラス

AQUOS R3 3D ハイブリッド保護ガラス／ブラック
AQUOS R3 3D 保護ガラス／ブラック

カバー・ケース

保護シート

＜Air jacket Flip for AQUOS R3＞

2.取り扱い店舗
取り扱い店舗
au ショップ、au オンラインショップ、KDDI および
沖縄セルラーの直営店（https://www.au.com/retail/）

発売日
2019 年 5 月下旬以降順次

■AQUOS R３ ご購入キャンペーン
発売を記念して、期間中に「AQUOS R3」を予約のうえ購入、応募された方全員に、au WALLET
残高へ 10,000 円（不課税）をキャッシュバック（チャージ）します。予約されていない場合は 5,000
円（不課税）のキャッシュバック（チャージ）となります。
さらに上記キャンペーン対象者の中から抽選で 100 名さまに 15,000 円（不課税）を追加でキャッシュ
バック（チャージ）します。
１．実施期間
予約＆キャンペーンサイト登録期間：2019 年 5 月 14 日～発売日前日まで
購入期間
：発売日～2019 年６月 30 日
キャンペーン応募期間
：発売日～2019 年７月 7 日
キャッシュバック時期
：2019 年 8 月上旬以降
２．特典
（1）予約と購入の場合
もれなく au WALLET 残高へ 10,000 円(不課税)をキャッシュバック(チャージ)
（2）購入のみの場合
もれなく au WALLET 残高へ 5,000 円(不課税)をキャッシュバック(チャージ)
（3）
（1）
、（2）のキャンペーン対象者の中から、抽選で 100 名さまに 15,000 円(不課税)を
追加でキャッシュバック(チャージ)
キャンペーンの詳細は、キャンペーンサイトにてご確認ください。
・AQUOS R３ ご購入キャンペーン
（http://k-tai.sharp.co.jp/campaign/r3cp/au/index.html）

■AQUOS R3 デビューキャンペーン
発売を記念して、期間中に「AQUOS R3」を購入された方全員に 20,000 円（税抜）の割引を実施
します。
１．実施期間
購入期間：発売日～2019 年 6 月 30 日
２．特典
AQUOS R3 の購入時、20,000 円（税抜）割引
3．対象条件
AQUOS R3 を購入時に、 （1）（2）に加入(継続)、
（3）の条件を満たすお客さま
（1）
「新 au ピタットプラン」
、
「au ピタットプラン」、「au ピタットプラン 5（学割専用）」、
「au フラットプラン 7 プラス」
、
「au フラットプラン 20/30」
、
「au フラットプラン 25 Netflix パック」
※（V）が付く料金プランを含みます

（2）「2 年契約★1」「2 年契約（自動更新なし）★2」または「スマイルハート割引」
（3）【機種変更/端末増設の場合】最新購入機種のご利用期間が 12 カ月目以上
★1

2 年単位で自動更新となります。途中解約などの場合、契約解除料
（9,500 円）がかかります（更新期間（2 年契約満了月の当月、翌月、翌々月の 3 カ月間）を除く）
。
★2 お申し込み月と翌月を 1 カ月目とし、2 年以内に解約などの場合、契約解除料（9,500 円）がかかります。
※ 購入代金にのみ使えるポイントを付与することにより、機種代金を割引します。
機種代金が割引額を下回る場合、割引額は機種代金が上限です。
※ 「毎月割」など、弊社が実施する他の施策とは併用できない場合があります。
※ 1 回線につき 1 回限りの適用です。
※ 施策内容は予告なく変更、または終了となる場合があります。
※ 別途契約にかかる費用は店頭にてご確認ください。

ト

ル

ク

ジーゼロヨン

TORQUE G 0 4

～ガシガシ使え。思いっきりアソベ。～
◇圧倒的な強さ(注 5)のために。堅牢性・耐久性へのあくなき挑戦。
・米国国防総省が定める調達基準「MIL-STD-810G」に加え、京セラ独自の耐衝撃、耐荷重、耐海水
の試験を含む、厳しい 27項目の試験をクリアした TORQUE シリーズ最強の堅牢性・耐久性を実現。
・海、山、その他過酷な環境下での実利用を想定し、高さ約 2.0m から鉄板・コンクリートに製品を
落下させるハードな試験に加え、水深約 2.0m に 1 時間耐えられる耐海水対応。さらに海から
上がった後にそのまま一緒にシャワーを浴びることができるよう、温水シャワーに対応(注 10)。
・ガラス割れを防ぐハイブリッドシールドと本体をガードする四隅のコーナーバンパー、背面カバーを
金属ネジでしっかりロックし、落下時にも安心。
◇手ブレと暗所に強い。細部まで鮮やかに撮れる約 2,400 万画素(注 11)カメラ。
・イメージセンサー４つの受像部を結合することで、少ない光量でも被写体の色味や質感をより高感度
で再現することが可能に。
・近距離ぼかし補正機能により、アウトドアシーンの難しいマクロ撮影においても、ピント合わせと
背景ぼかしを手軽に実現。さらにピントを合わせたい箇所や、ぼかし具合を撮影後に変更できる機能
を搭載。
・速度、移動距離、経路情報、標高など、各種センサーが取得するデータをカメラ画面に表示して静止画
や動画を撮影できる「Action Overlay（アクションオーバーレイ）」機能を搭載。
◇海、山、過酷な環境下でも自在に使える、卓越した操作性。
・画面や手が濡れた状態でも使える「ウェットタッチ」と、グローブをしたままでも使える「グローブ
タッチ」に対応。また、グローブを着けたままでも押しやすい、受話やアプリ起動などができる大型
のボタンを本体側面に配置。
・Bluetooth®接続により、野外でのグループ活動の際に他のスマートフォン内の楽曲や映像音源を
立体的かつ迫力のある音で鳴らせるスピーカー機能「みんスピ」を搭載。
基本スペック
商品名
メーカー

TORQUE G04
京セラ株式会社

OS
ディスプレイ

Android™ 9 Pie
約 5.0 インチ／FHD
メインカメラ：約 2,400 万画素＋約 800 万画
素（ワイド）
サブカメラ： 約 800 万画素
約 73（W）×約 150（H）×約 13.4（D）mm
（暫定値）

重量

約 203g（暫定値）

カメラ

電池容量

2,940mAh（暫定値）

サイズ

メモリ

64GB(ROM)/4GB(RAM）

連続通話時間
/連続待受時間 測定中
/電池持ち時間

カラー

ブルー、レッド、ブラック

外部メモリ

microSDXCTM（最大 512GB）

4G LTE

対応サービス・機能
● WiMAX 2+

● キャリアアグリゲーション

●

VoLTE

● au メール

+メッセージ／
● SMS（Ｃメール）

●
／
●

フルセグ

-

-

au 世界サービス
（VoLTE/LTE/UMTS/GSM）
緊急速報メール
防水
赤外線通信

● Bluetooth®（ver.5.0）

●

● おサイフケータイ®
● 防塵
－ 生体認証（指紋）

●
●
●

ワンセグ

Wi-Fi®テザリング
（最大接続数 10 台）
Wi-Fi®
(IEEE 802.11a/b/g/n/ac）
ワイヤレス充電
耐衝撃
Dolby Atmos®

●
●
●
●
－

同梱品
六角レンチ（試供品）
、LOCK 回転工具（試供品）

＜製品画像＞

＜ブルー＞

＜ブラック＞

＜レッド＞

＜au +1 collection＞
過去の TORQUE モデルからご好評いただいている純正の「Hard Holder」をご用意しました。
「TORQUE G04」を確実にホールドすることができ、同梱のベルトとフックでベルトやリュックから
ぶら下げることができるので、山登りなどのアウトドアシーンでスマートかつアクティブに利用できま
す。

1.商品概要
カテゴリ
カバー・ケース
保護シート

商品名
ハードカバー

TORQUE G04 Hard Holder／Black

フィルム

TORQUE G04 保護フィルム／高光沢
TORQUE G04 保護フィルム／反射防止

２．取り扱い店舗
取り扱い店舗
au ショップ、au オンラインショップ、KDDI および
沖縄セルラーの直営店（https://www.au.com/retail/）

発売日
2019 年 8 月下旬以降順次

■TORQUE×YAMAP コラボレーションについて
携帯の電波が届かない山の中でも、スマートフォンだけで地図と現在位置が確認できる登山アプリ
「YAMAP（ヤマップ）
」とのコラボレーション企画を実施し、山アソビを楽しむための専用アクセサリ
ーを開発予定です。詳細は TORQUE スペシャルサイト
（https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/torque/）で今後告知予定です。
※企画内容は予告なく変更、また中止する場合がございます。

フ ァ ー ウ ェ イ

ピーサーティ

ライト

プ レ ミ ア ム

HUAWEI P 3 0 lite Premium
～スリムデザインにトリプルカメラ、どんなシーンでも思いのままに。～
◇広角レンズ・トリプルカメラ搭載。AI が写真をより美しく
・ワイドな風景や集合写真もしっかり収まる広角レンズに加えて、より美しく写真を撮影できる最大
約 2,400 万画素の AI トリプルカメラ搭載により、撮影の幅がさらに広がる。
・AI が 22 種類の被写体やシーンを自動で認識するため、難しい設定不要で手軽に上級者並みの
テクニックを再現したキレイな撮影が可能。うす暗いシーンでも優れた描写力を発揮する夜景モード
を搭載。
◇約 6.1 インチディスプレイで、写真も動画も大画面で楽しめる
・画面いっぱいに写真や動画が楽しめる約 6.1 インチフルビューディスプレイを採用、できる限り
ノッチ部分を小さくしたしずく型ノッチデザインと、2,312×1,080 ピクセルの高精細フル HD+
ディスプレイにより、美しく迫力のある映像が楽しめる。
◇大容量 128GB メモリで、アプリもたっぷり楽しめる
・HUAWEI P20 lite と比較して ROM の容量が 128GB と倍にアップしたことで、アプリのダウンロード
や、写真・動画を撮影するときも容量を気にすることなく、たっぷり保存ができる。
・電池持ちを気にすることなく安心して使うことができる 3,340mAh の大容量バッテリーの搭載に
加えて、スピーディな充電が可能な急速充電に対応。さらに専用 AC アダプタを同梱。

基本スペック
商品名
メーカー

HUAWEI P30 lite Premium
OS
HWV33
HUAWEI TECHNOLOGIES
ディスプレイ
CO., LTD.

Android™ 9 Pie
約 6.1 インチ／FHD+
メインカメラ：約 2,400 万画素＋約 800 万画
素＋約 200 万画素
サブカメラ： 約 2,400 万画素
約 73（W）×約 153（H）×約 7.5（D）mm

重量

約 159g

カメラ

電池容量

3,340mAh

メモリ

128GB(ROM)/4GB(RAM）

サイズ
連続通話時間
約 1,180 分/約 390 時間（4G LTE/WiMAX
/連続待受時間
2+エリア）/約 75 時間
/電池持ち時間

カラー

ピーコックブルー、
パールホワイト、
ミッドナイトブラック

外部メモリ

microSDXCTM（最大 512GB）

4G LTE

対応サービス・機能
● WiMAX 2+

● キャリアアグリゲーション

●

VoLTE

● au メール

+メッセージ／
● SMS（Ｃメール）

●
／
●

フルセグ

－ ワンセグ

－

au 世界サービス
（VoLTE/LTE/UMTS/GSM）
緊急速報メール
防水
赤外線通信

● Bluetooth®（ver.4.2）
®

● おサイフケータイ
－ 防塵
－ 生体認証（指紋/顔）

●
－
－
●

Wi-Fi®テザリング
（最大接続数 8 台）
Wi-Fi®
(IEEE 802.11a/b/g/n/ac）
ワイヤレス充電
耐衝撃
Dolby Atmos®

●
●
－
－
－

同梱品
イヤホンマイク（試供品）
、SIM 取り出しピン（試供品）
、HUAWEI Quick Charger、クリアケース（試
供品）

＜製品画像

＜ピーコックブルー＞

＜パールホワイト＞

＜ミッドナイトブラック＞

＜au +1 collection＞
シンプルでミニマルな美しさと保護性能を備え、カバーを閉じたままでも画面表示が見える
「Air jacket Flip」をはじめ、
「HUAWEI P30 lite Premium」に対応したスタイリッシュで機能的な
カバーやケース、保護ガラスといった定番アイテムを順次発売します。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.au.com/mobile/product/plus-one/android-accessory/

1.商品概要
カテゴリ

商品名
ハイブリッド
カバー

HUAWEI P30 Lite Premium 耐衝撃ハイブリッドカバー／クリア

ハードカバー

HUAWEI P30 Lite Premium Tinting 着せ替えハードカバー／
Bloom Soon

ブックタイプ
ケース

HUAWEI P30 Lite Premium ブックタイプケース／ブラック
HUAWEI P30 Lite Premium 耐衝撃ハイブリッドブックタイプケー
ス／ブラック
HUAWEI P30 Lite Premium VOYAGE リボンブックタイプケース／
ホワイト
HUAWEI P30 Lite Premium ブックタイプケース／Disney pass
Donald Costume
Air jacket Flip for HUAWEI P30 lite Premium／Navy
Air jacket Flip for HUAWEI P30 lite Premium／White
Air jacket Flip for HUAWEI P30 lite Premium／Black
HUAWEI P30 Lite Premium GRAMAS COLORS EURO Passione 2
Leather Case／Metallic Navy

フィルム

HUAWEI P30 Lite Premium 3D 保護フィルム／高光沢ブラック
HUAWEI P30 Lite Premium 3D 保護フィルム／反射防止ブラック

ガラス

HUAWEI P30 Lite Premium 3D ハイブリッド保護ガラス／ブラック
HUAWEI P30 Lite Premium 3D 保護ガラス／ブラック

カバー
・
ケース

保護シート

＜Air jacket Flip for HUAWEI P30 lite Premium＞

2.取り扱い店舗
取り扱い店舗
au ショップ、au オンラインショップ、KDDI および
沖縄セルラーの直営店（https://www.au.com/retail/）

※HUAWEI P30 lite Premium の発売日が決定次第、別途ご案内します。

発売日
時期未定（※）

■HUAWEI P30 lite Premium 発売記念！キャッシュバックキャンペーン
発売を記念して、期間中に「HUAWEI P30 lite Premium」を購入し、応募された方全員の au WALLET
残高に 3,000 円（不課税）をキャッシュバック（チャージ）します。
さらに上記キャンペーン対象者の中から抽選で 500 名さまに 7,000 円（不課税）を追加でキャッシュ
バック（チャージ）します。
１．実施期間（※）
購入期間
：発売日～2019 年 6 月 30 日
応募期間
：発売日～2019 年 7 月 10 日
キャッシュバック時期：2019 年 8 月上旬以降
２．特典
（1） 応募でもれなく au WALLET 残高に 3,000 円(不課税)をキャッシュバック(チャージ)
（2）
（1）のキャンペーン対象者の中から、抽選で 500 名さまに 7,000 円(不課税)を
キャッシュバック(チャージ)
キャンペーンの詳細は、キャンペーンサイトにてご確認ください。
・HUAWEI P30 lite Premium 発売記念！キャッシュバックキャンペーン
（http://huawei-cpn.jp/aup30lite/）

※HUAWEI P30 lite Premium の発売日が決定次第、キャンペーンの詳細は別途ご案内します。

ギャラクシー

エーサーティ

Galaxy A 3 0

～大画面有機 EL&大容量バッテリーの Galaxy スタンダードモデル～
◇有機 EL ディスプレイ搭載。大画面なのに持ちやすい
・約 6.4 インチの有機 EL ディスプレイを搭載しながらも、人間工学に基づいた持ちやすいスリムボディ
を実現。
「大画面」と「持ちやすさ」を両立させるための狭額ベゼルディスプレイ（Infinity-U Display）
と 3D スリムフィットデザインを採用。
・「スーパーAMOLED」対応により、映像だけではなく、撮影した写真の良さを最大限に引き出す
ディスプレイ
◇大容量バッテリーでたっぷり使える、安心の防水対応と充実性能
・フラッグシップ並みの大容量 3,900mAh バッテリーを搭載することで、電池もちを気にせず、終日
使用や外出先などでも動画やゲームを楽しめる（注 12）。
・利用シーンに合わせ、顔認証や指紋認証の使い分けが可能、また、防水・防塵対応はもちろんのこと、
充電時に水分を検知すると充電が自動的にストップする安心機能を搭載。
◇シーンを選ばずキレイに仕上がる高性能カメラ
・暗い場所でもくっきり撮影できる、F 値 1.9 のアウトカメラを搭載。さらに広角カメラ搭載の
デュアルカメラにより、人間の視野角とほぼ同じ 123 度の超広角撮影が可能。
・シーン判別機能により、カメラを向けるだけで、花や食べ物など 19 種類のシーンを自動認識。
また、「ぼやけている」
「目を閉じている」などの取り直しが必要な写真が撮影された際は「撮り直し
アラート」を通知。

基本スペック
商品名
メーカー

Galaxy A30 SCV43
OS
Samsung Electronics Co.,
ディスプレイ
Ltd.

Android™ 9 Pie
約 6.4 インチ／FHD+
メインカメラ：約 1,300 万画素＋約 500 万画
素
サブカメラ： 約 800 万画素
約 75（W）×約 160（H）×約 8.0（D）mm

重量

約 176g

カメラ

電池容量

3,900mAh

メモリ

64GB(ROM)/4GB(RAM）

サイズ
連続通話時間
約 1,990 分/約 670 時間（4G LTE/WiMAX
/連続待受時間
2+エリア）/約 120 時間
/電池持ち時間

カラー

ブルー、ブラック、ホワイ
ト、レッド

外部メモリ

microSDXCTM（最大 512GB）

4G LTE

対応サービス・機能
● WiMAX 2+

● キャリアアグリゲーション

●

VoLTE

● au メール

+メッセージ／
● SMS（Ｃメール）

●
／
●

フルセグ

-

-

au 世界サービス
（VoLTE/LTE/UMTS/GSM）
緊急速報メール
防水
赤外線通信

● Bluetooth®（ver.5.0）

●

● おサイフケータイ®
● 防塵
－ 生体認証（指紋/顔）

●
●
●

ワンセグ

Wi-Fi®テザリング
（最大接続数 10 台）
Wi-Fi®
(IEEE 802.11a/b/g/n/ac）
ワイヤレス充電
耐衝撃
Dolby Atmos®

●
●
－
－
●

同梱品
保護フィルム(試供品、貼付済み）SIM 取り出し用ピン(試供品)、Micro USB ケーブル(試供品)、OTG 対
応 USB 変換アダプタ(試供品)、クリアケース(試供品)

＜製品画像＞

＜ブルー＞

＜ブラック＞

＜ホワイト＞

＜レッド＞

＜au +1 collection＞
シンプルでミニマルな美しさと保護性能を備え、カバーを閉じたままでも画面表示が見える
「Air jacket Flip」をはじめ、
「Galaxy A30」に対応したスタイリッシュで機能的なカバーやケース、
保護ガラスといった定番アイテムを順次発売します。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.au.com/mobile/product/plus-one/android-accessory/

1.商品概要
カテゴリ
ハイブリッド
カバー

商品名
Galaxy A30 耐衝撃ハイブリッドカバー／クリア
Galaxy A30 EXTREME DEFENSE 耐衝撃ハイブリッドカバー／
クリアブラック

ハードカバー

Galaxy A30 Tinting 着せ替えハードカバー／Bloom Soon

ブックタイプ
ケース

Galaxy A30 ブックタイプケース／ブラック
Galaxy A30 VOYAGE リボンブックタイプケース／ブラック
Galaxy A30 GRAMAS COLORS QUILT Leather Case／Pink
Galaxy A30 ブックタイプケース／Disney pass Donald Costume
Air jacket Flip for Galaxy A30／Black
Air jacket Flip for Galaxy A30／Blue
Galaxy A30 GRAMAS COLORS EURO Passione 2 Leather Case／
Metallic navy

フィルム

Galaxy A30 3D 保護フィルム／高光沢ブラック
Galaxy A30 3D 保護フィルム／反射防止ブラック

ガラス

Galaxy A30 3D ハイブリッド保護ガラス／ブラック
Galaxy A30 3D 保護ガラス／ブラック

カバー
・
ケース

保護シート

＜Air jacket Flip for Galaxy A30＞

2.取り扱い店舗
取り扱い店舗
au ショップ、au オンラインショップ、KDDI および
沖縄セルラーの直営店（https://www.au.com/retail/）

発売日
2019 年 5 月下旬以降順次

ア ク オ ス

セ ン ス ツ ー

AQUOS sense2 かんたん
～スマホデビューに安心。かんたんに使える充実性能のスタンダードモデル～
◇初めてでも分かりやすい。かんたんなホーム画面と使い方が学べる機能
・大きなアイコンの「AQUOS かんたんホーム」や画面の明るさやコントラストを調整し、文字や写真が
見やすい「はっきりビュー」
、大きく読みやすい文字サイズなど、４つの機能をプリセット。
・「スマホにしてよかった！」「使いこなしをケアしてくれる au を使っていて良かった！」など、
お客さまからご好評いただいている、au 公式のスマートフォンの使い方学習アプリ「au かんたんガ
イド」を搭載。タッチ操作や文字入力などの基本操作から、スマートフォンならではの機能まで、
自分でさわって楽しみながら学べるのではじめてのスマートフォンでも安心。
◇高性能 IGZO ディスプレイで色鮮やか。縦長画面で見やすく持ちやすい
・写真や動画が色鮮やかに高精細な表示で楽しめる IGZO ディスプレイ(注 4)を採用。「AQUOS sense」
より消費電力を削減し、長時間の電池持ちを実現 (注 12)。18 :9 の縦長画面でニュースなど長文の
サイトも快適に読み進められる。
・持ちやすさにこだわったアルミ×シンプルボディ。本体横幅を約 71mm に抑え、大画面でもスリムで
持ちやすいデザイン。
・防水・防塵・耐衝撃（注 13）にも対応し、うっかり濡らしたり落としてしまっても安心。
◇撮影モードを自動でセレクト。かんたん・きれいに撮れるカメラ
・ピクセルサイズの大型化と F 値の向上により「AQUOS sense」と比較して明るさが約 50％アップ、
うす暗いシーンでも明るくクッキリとした写真が撮れる。料理や夕景など、撮影するシーンに
ぴったりのモードを AI が自動でセレクト、かんたんにシーンに最適の色合いで撮影可能。

基本スペック
商品名
メーカー

AQUOS sense2 かんたん
シャープ株式会社

OS
ディスプレイ

重量

約 155g

カメラ

電池容量

2,700mAh

メモリ

32GB(ROM)/3GB(RAM）

サイズ
連続通話時間
約 1910 分/約 650 時間（4G LTE/WiMAX
/連続待受時間
2+エリア）/約 125 時間
/電池持ち時間

カラー

ブライトシルバー、ミントグ
リーン、クリアホワイト

外部メモリ

Android™ 9 Pie
約 5.5 インチ／FHD+
メインカメラ：約 1,200 万画素
サブカメラ： 約 800 万画素
約 71（W）×約 148（H）×約 8.4（D）mm

microSDXCTM（最大 512GB）

4G LTE

対応サービス・機能
● WiMAX 2+

● キャリアアグリゲーション

－

VoLTE

● au メール

+メッセージ／
● SMS（Ｃメール）

●
／
●

フルセグ

－ ワンセグ

－

au 世界サービス
（VoLTE/LTE/UMTS/GSM）
緊急速報メール
防水
赤外線通信

● Bluetooth®（ver.4.2）

●

● おサイフケータイ®
● 防塵
－ 生体認証（指紋/顔）

●
●
●

Wi-Fi®テザリング
（最大接続数 10 台）
Wi-Fi®
(IEEE 802.11a/b/g/n/ac）
ワイヤレス充電
耐衝撃
Dolby Atmos®

同梱品
－

＜製品画像＞

＜ブライトシルバー＞

＜ミントグリーン＞

＜クリアホワイト＞

●
●
－
●
－

グ ラ テ ィ ー ナ

GRATINA KYF39
～日々のくらしに彩りを。楽しさ広がる GRATINA。～
◇美しいカラーと使いやすいシンプルなデザインで暮らしを彩る
・自然の情景の美しさをテーマにした、こだわりの 5 色のカラーバリエーションと、無駄なものを
そぎ落として「使いやすさ」を追求した美しいデザイン。
・コントラストの高い文字色に加え、キーとシートにもコントラストを持たせることで、見やすさを
向上。また、１つ１つのキーを大きくし、キーの間隔にゆとりを持たせることで押しやすさも実現。
・使いやすさにこだわり、端末を開く際に指が入りやすく、コンパクトかつ手にフィットする形状で
「開けやすく、持ちやすい」デザイン。新たにスピーカーの性能を兼ね備えたレシーバーを採用する
ことで、聞き取りやすさを向上。
◇快適な通話機能と＋メッセージ・LINE でもっとつながる、楽しさ広がる
・メッセージや写真のやりとりが簡単に楽しめる「LINE」に加え、
「＋メッセージ」に対応。
・高音質通話「au VoLTE」や、通話相手の音声を聞き取りやすい音質に設定変更できる「聞こえ調整」
を搭載。また、通話終了時に直前の通話内容を音声データとして 1 件あたり最大 60 分の録音ができる
「あとから録音」（注 14）を加え、快適な通話機能を実現。
◇安心の防水・防塵・耐衝撃だから、ずっと長く付き合える
・IPX5/IPX8 の防水、IP5X の防塵（注 15）性能により、水回りでの作業時や雨の中でも
利用可能。さらに、耐衝撃（注 13）性能により、万が一落としても壊れにくく、多彩なシーンで安心
して利用可能。
基本スペック
商品名
メーカー

GRATINA KYF39
京セラ株式会社

ディスプレイ
カメラ

約 3.4 インチ／FWVGA
メインカメラ：約 800 万画素

重量

約 125g

サイズ

約 51（W）×約 112（H）×約 17.4（D）mm

電池容量

1,500mAh

メモリ

8GB(ROM)/1GB(RAM）
薄水色（うすみずいろ）、桜
色（さくらいろ）、綿雪（わ
たゆき）、紺碧（こんぺ
き）、墨（すみ）

カラー

連続通話時間
約 610 分（VoLTE）/約 530 時間（4G LTE）
/連続待受時間
外部メモリ
microSDHCTM（最大 32GB）

4G LTE

対応サービス・機能
● WiMAX 2+

-

VoLTE

● au メール

+メッセージ／
● SMS（Ｃメール）

フルセグ

-

au 世界サービス
（VoLTE/LTE/UMTS/GSM）
緊急速報メール
防水
赤外線通信

● Bluetooth®（ver.4.1）

ワンセグ

キャリアアグリゲーション

Wi-Fi®テザリング
（最大接続数 10 台）
Wi-Fi®
●
(IEEE 802.11b/g/n）
- ワイヤレス充電
● 耐衝撃
-

● おサイフケータイ®
● 防塵
－ 生体認証

●
／
●
●
●
－
●

同梱品
－

＜製品画像＞

＜薄水色＞

＜綿雪＞

＜桜色＞

＜紺碧＞

＜墨＞

＜au +1 collection＞
ブルーライトカット・抗菌加工等の基本の機能に加えて、ファンデーションや皮脂の付着しづらい
さらさら加工を施している保護フィルムをご用意しました。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.au.com/mobile/product/plus-one/android-accessory/

1.商品概要
カテゴリ
保護シート

商品名
フィルム

GRATINA KYF39 保護フィルム／皮脂ファンデ防止高光沢

2.取り扱い店舗
取り扱い店舗
au ショップ、au オンラインショップ、KDDI および
沖縄セルラーの直営店（https://www.au.com/retail/）

発売日
2019 年 5 月 24 日以降順次

＜au +1 collection＞
世界的に人気のゲームデバイスメーカー「Razer」とコラボレーションし、「au +1 collection」
として「ゲーミングアクセサリー」を初めてラインアップしました。
そのほか、ワイヤレスでスマートフォンのデータバックアップと充電ができるワイヤレスメモリ
「iXpand® ワイヤレスチャージャー 256GB」などを発売します。

1.商品概要
【ゲーミングアクセサリー】
カテゴリ
ゲーム
コントローラ
キーボード
マウス
イヤホン

商品名
Razer Raiju Mobile
Razer
Razer
Razer
Razer

Cynosa Cnroma JP ※PC 周辺機器
DeathAdder Elite ※PC 周辺機器
Hammerhead USB-C ANC
Hammerhead BT

【共通品】
カテゴリ
メモリ
チャージャー

商品名
iXpand® ワイヤレスチャージャー 256GB
Anker PowerPort Atom PD1

＜Razer ゲーミングアクセサリーラインアップ＞

＜iXpand® ワイヤレスチャージャー 256GB＞

＜Anker PowerPort Atom PD1＞

2.取り扱い店舗
取り扱い店舗

発売日

au ショップ、au オンラインショップ、KDDI および沖縄セルラーの
直営店（https://www.au.com/retail/）

2019 年 6 月下旬以降順次

※商品によっては取扱い店舗が限定される場合があります。

＞

＜注釈一覧＞
（注1） スマートフォンにおいて。2019 年 2 月 24 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)調べ。
（注 2）2019 年 5 月現在。サムスン電子ジャパン(株)調べ。
（注 3）AQUOS R2 との比較。
（注 4）「IGZO 液晶ディスプレイ」は、シャープ株式会社と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。
（注 5）米国国防総省の調達基準のうち耐久試験（MIL-STD-810G）22 項目に準拠及び以下の京セラ独自試験
（高さ約 2.0m から鉄板・コンクリートに製品を 26 方向で落下させる試験、高さ約 1.0m から連続落下させる試験、
100g の鋼球をディスプレイ面(中央)に落下させる試験、耐荷重・耐海水・温水シャワー試験）をクリアした
au 初のスマートフォン（2019 年５月 13 日現在、京セラ調べ）。無故障を保証するものではありません。
（注 6）水平 3840 画素×垂直 1644 画素（SID 規格に基づく）
（注 7）Galaxy Note8 対比。サムスン電子ジャパン調べ。
（注 8）WPC（Wireless Power Consortium）の提唱する「Qi ワイヤレス充電」が可能な機器が対象。
（注 9）Galaxy S9 対比。サムスン電子ジャパン調べ。
（注 10）京セラ独自にシャワーの温度程度のお湯（43℃以下）が端末にかかっても故障しないことを試験しています。
長時間のシャワーの使用はしないでください。お湯に浸けないでください。シャンプーや石鹸などが付着した場合
は、すぐに水道水で洗い流してください。パッキン部の収縮による浸水や結露のおそれがありますので、急激な温度
変化は避けてください。シャワーご使用後は、乾いた柔らかい布でふきとってください。
海水や砂、泥、ほこりなどの異物が本製品に付着するような場所で使用したときは、シャワーだけでは洗い流しきれ
ず、そのまま使用すると故障の原因となる場合がありますので、取扱説明書に記載の「お手入れのしかた」を参考に
お手入れを実施してください。
（注 11）メインカメラのみ。
（注 12）実際の利用状況によって電池の持ち時間は異なります。
（注 13）米国国防総省が制定した MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-ProcedureIV に準拠した規格において、高さ 1.22
ｍから合版（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
はありません。
（注 14)「あとから録音」のご利用には、事前設定が必要です。
（注 15）IPX5/IPX8 の防水、IP5X の防塵性能。背面カバーは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸け
ないでください。砂浜などの上に置かないでください。常温の水道水以外はかけないでください。強い雨があたる
環境での使用はしないでください。

※「Xperia」
、
「シネマワイド」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。
※α、ブラビア、X1 は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
※「Galaxy」は、Samsung Electronics Co.,Ltd.の商標または登録商標です。
※「AQUOS/アクオス」
「Pro IGZO」
「IGZO」
「AI ライブストーリー」
「AI ライブシャッター」
「ProPix」
「AQUOS かんたんホ
ーム」
「はっきりビュー」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。
※「AQUOS」
「AQUOS」ロゴ、
「AQUOS R3」ロゴ、
「AQUOS sense2」ロゴ、
「Pro IGZO」は、シャープ株式会社の登録商
標、または商標です。
※「HUAWEI」は、HUAWEI TECHNOLOGIES Co., Ltd.の商標または登録です。
※「TORQUE」は、京セラ株式会社の登録商標です。
※kate spade NEW YORK は kate spade LLC.の商標です。
※Android は、Google LLC の登録商標です。
※Qualcomm および Snapdragon は米国およびその他の国々で登録された Qualcomm Incorporated の商標です。
Qualcomm Snapdragon は Qualcomm Technologies,Inc.またはその子会社の製品です。
※microSD、microSDXC は SD-3C,LLC の商標です。
※Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
※Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標です。
※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

【報道機関からのお問い合せ先】
KDDI 株式会社 広報部 TEL（03）6678-0690

