


のぞき見ブロック指紋認証&顔認証Android Enterprise Recommended

簡単導入
ゼロタッチ登録

タイムリーな
アップデート

OSバージョン
アップ

シーンに応じて素早く
ロック解除

周囲からの
のぞき見をブロック

＊ ご利用にはEMMの設定が必要です。　※商品写真および画面・画像はイメージです。

● 端末の紛失や盗難など、万一の際に情報漏えいを防止する遠隔ロックや初期化＊。
● カメラなど各種デバイスの機能管理／機能制限＊。
● 業務に不要なアプリの制限＊、利用状況の監視＊。

安全性
EMMや機能制限ツールの設定で安全性が向上

スピーディーなビジネスワークを可能にする機能満載



おサイフケータイ®

5.5インチ フルHD＋
（2,160×1,080） IGZO

大画面 バッテリー

長持ち 2,700mAh
バッテリー

防水・防塵

IPX5/8 IP6X

MIL規格準拠 ワンセグ非搭載

＊ ご利用にはEMMの設定が必要です。　※商品写真および画面・画像はイメージです。

● 社外から社内業務システムへのアクセスが可能になり、お客さまからの問い合わせにも迅速対応。
● 業務に必要なメールやアプリケーションなどのファイルを一斉に配信＊。
● グループや部門ごとの制限事項やアプリケーションの一括管理＊が可能。

使い易さ
さまざまなビジネスシーンをサポート

スピーディーなビジネスワークを可能にする機能満載



さまざまな使用環境に対応

防水（IPX5／IPX8）、防塵（IP6X）対応と、水濡れに強い
IGZOディスプレイとタッチパネルで、突然の雨や埃の多い
環境でも支障なくお使いになれます。さらにアルコール
除 菌 シートで拭 いてもそのまま使えるなど、日 常 生 活
および医療機関＊2でよく使用される耐薬品性能を有して
います。

基本機能

※ここに記載した内容は、本製品の無破損・無故障を保証
　するものではありません。あらかじめご了承ください。

明るく広い大画面で
省エネも実現
表示エリアが広いのでニュースサイトやSNSなど、長文の
サイトも快 適 に読 み 進 められます。また 本 体 横 幅 を約
71mmに抑え、大画面なのに持ちやすいサイズを実現し
ました。さらに、省エネに優れたIGZOディスプレイにより、
高精細かつ明るい表示で長時間＊3 使用できます。
＊1 AQUOS sense2 ナビキー表示OFF時と、従来機種（AQUOS sense）との
比較。 ＊2 従来機種（AQUOS sense）と同じ輝度での比較。＊3 お客さまの
ご利用環境などにより使用可能時間は異なります。 
※ IGZO 液晶ディスプレイは、（株）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。

＊1 対象薬品①IPA（イソプロピルアルコール）99.7%、②エタノール 99.5%、
③次亜塩素酸ナトリウム 1.0%を含ませた布で拭き取った場合。アルコール除菌
シートでの拭き取りを想定した試験において、著しい変色・退色・剥がれのない
ことを確認しています。変色や塗装の剥がれ、変形しないことを保証するもので
はありません。＊2 厚さ0.2mm程度の医療用手袋をしたままでも操作可能です。

＊ 従来機種（AQUOS sense）との比較。

従来機種
AQUOS sense

AQUOS sense lite

高精細

明るく
省エネ

縦 長 18：9

大画面 5.5インチ

約21％

消費電力最大

削減

＊2
約23％

アプリ表示領域最大

UP

＊1

あんしんの防水／防塵／耐薬品性能＊1

米 国 国 防 総 省 が定 めた米 軍 採 用 規 格レベルの試 験 を
クリア。高温や低温、湿気の多い環境での使用や、不意の
落下による衝撃からも本体を守ります。

新たに採用したアルミボディにより、端末の強度が大幅に
アップ。特に、端末をズボンの後ろポケットに入れたまま
あやまって着席してしまったときなどにかかる曲げ強度
は、従来機種＊比約2倍になりました。

曲げ剛性アップ

IPX5/8 IP6X 耐薬品性能 医療用手袋使用可

高温保管

防湿 耐振動耐衝撃（落下） 浸漬 温度衝撃

低圧保管

MIL規格（MIL-STD-810G）を
クリア

軽量・耐久性に優れた
アルミボディ

約2倍
曲げ強度

＊

高温動作 低温保管



はっきりビュー

ON

OFF

輝度・コントラスト・彩度を
調整して見やすくする

AQUOS
かんたんホーム

よく使うアプリに
カスタマイズ

フォントサイズ
（特大）

ON

OFF

文字を大きく
読みやすくする

S-Shoin
一括シンプル切替

ON

OFF

文字入力キーボードを
見やすくする

快適に使っていただくための、４つの機能を
集約。一括でONにすることもできます。

業務で必要な
アプリだけを表示！
かんたんモード

※ 出荷時の設定はOFFです。

使い易さ

※商品写真および画面・画像はイメージです。

長持ち
2,700mAhバッテリー

省エネ
長エネスイッチ

インテリジェント
チャージ

約90％

1年後の
電池寿命維持率

以上

＊

長時間充電できなくても気にせず使えるだけでなく、電池
に負担の少ない充電方法「インテリジェントチャージ」で
電池が消耗しにくく、1年後の電池寿命を約90％以上維持
し＊長期間使えます。

外出や出張時でもあんしんの
電池持ちと電池寿命の長期化

＊ お客さまのご利用環境により電池の寿命は異なります。

アウトカメラはイメージセンサーのピクセルサイズを
従来機種＊に比べて25％大型化しました。さらにF値2.0
の明るいレンズも採用し、屋内などの薄暗い場所でも精細
に記録できます。

大型ピクセルセンサー採用で
明るさ約50％アップ

＊ 従来機種（AQUOS sense）との比較。

 ＊1 ご利用には、ボイスレコーダーアプリが必要です。Playストアより無償でダウンロードいただけます。別途パケット通信料がかかります。  ＊2 表示できる言語は、それぞれ
のアプリに依存します。

高音質音声コーデック 従来のVoLTEよりも、さらに高音質なEVS
コーデックに対応。

強化ガラス採用 ディスプレイ面の美しさが長持ちする強化
ガラスCorning® Gorilla® Glass 3を採用。

ボイスレコーダー 音声を録音することができます。＊1

多言語対応 Android 標準でサポートしている全言語に
も対応。＊2

Wi-Fi 5GHz対応 従来の2.4GHz帯に加えて、5GHz帯も利用
できます。

USB Type-C™
コネクタ対応 充電端子の向きを気にせず挿入できます。

約50％

明るさ

UP

＊

©Google



OSバージョンアップ
発 売 日 から2 年 間 、
OSバージョンアップ
に 対 応 。最 新 O S で
より長く快適に。

タイムリーなアップデート
Google がセキュリティ
パッチ配信後、90日以内
のアップデートを3年間
保証。

簡単導入、ゼロタッチ登録
社内向けの設定をまと
めてセットアップ。１台
１台 手 動 で 設 定 す る
必要なし。

指紋で シーンに応じて
素早くロック解除！

本体前面の指紋センサーまたは顔認証で、デスクなどに置
いたままでも、手に持った状態でも、素早くロック解除で
きます。デスクワークでの調べものや、AQUOS sense2内の
情報をすぐチェックしたいときにも便利です。また、指紋
センサーに触れるだけでホームに戻る＊こともできます。

忙しいときも素早くロック解除
指紋認証＆顔認証

※ ご利用には指紋および顔の登録が必要です。＊ 出荷時の設定はOFFです。

管理機能やセキュリティ、スムーズな業務を可能にする仕様など、Google™ が推奨
する法人向けの端末・サービスに対応するプログラムの厳格な基準を満たしています。

ビジネスユースならではのあんしん感
Android Enterprise Recommended

安全 性

のぞき見ブロック

フィルム不要で周囲
の視 線をブロックし
ます。通 勤 電 車の中
や公共の場の利用で
もあんしん。

外 出 先 で の 紛 失 や 盗 難 に あった ときに 備 え、本 体 や
m i c r o S Dカード内のデータの暗 号 化、遠 隔 操 作による
データの削除機能を搭載。情報漏えいを防ぐことができ
ます。

情報漏えいのリスクを軽減

※ ご利用にはEMMの設定が必要です。

顔で



＊1 使用する外部メモリのメーカーにより、最大対応容量は異なります。最新の対応状況について、詳しくはメーカーホームページなどでご確認ください。また、機種・コンテンツによ
り制約があります。  ＊2 高音質通話、ビデオコール、海外ローミングなどに対応。 ＊3 Bluetooth機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、データのやりとりができない
場合があります。 ＊4 IPX5とは、内径6.3mm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 通信機器としての機能を有することを意
味します。 ＊5 IP6Xとは、保護度合いをさし、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに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。 ＊6 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1.22ｍから合板（ラワン材）に製品を
26方向から落下させる試験を実施。すべての衝撃に対して、無破損、無故障を保証するものではありません。 ＊7 対象の薬品を含ませた布で拭き取った場合。アルコール除菌シー
トでの拭き取りを想定した試験において、著しい変色・退色・剥がれのないことを確認しています。変色や塗装の剥がれ、変形しないことを保証するものではありません。 ＊8 必要最
低限の機能のみ動作させることで、待受状態を長持ちさせることができます。 

主な仕様／サービス一覧
サイズ（高さ×幅×厚さ）／質量

OS

CPU

バッテリー容量

ディスプレイ（サイズ／種類／解像度）

カメラ

約148mm×約71mm×約8.4mm／約155ｇ

Android  8.1（Android 9 Pie 対応予定）

Qualcomm® SnapdragonTM 450（SDM450） 1.8GHz オクタコア

RAM 3GB／ROM 32GB

512GB（micro SDXCカード）

2,700mAh（内蔵電池）

約5.5インチ／IGZO／1,080×2,160ドットフルＨＤ＋

有効画素数 約1,200万画素（CMOS 裏面照射型）

有効画素数 約800万画素（CMOS 裏面照射型）

アウトカメラ

インカメラ

メモリ
内蔵メモリ（RAM／ROM）

外部メモリ最大対応容量 ＊1

Wi-Fi（対応通信規格）

テザリング同時接続数

Bluetooth® （対応バージョン）／ 赤外線通信

防水／防塵／耐衝撃

耐薬品性能（対象薬品）

ワンセグ／フルセグ

非常用節電機能

生体認証

おサイフケータイ

〇 IEEE 802.11a/b/g/n/ac

15台（Wi-Fi：10台 USB：1台 Bluetooth（PAN）：4台を併用）

〇（4.2）＊3 ／ ー

IPX5・IPX8 ＊4 ／ IP6X ＊5 ／ MIL規格準拠 ＊6

①IPA（イソプロピルアルコール）99.7％ ②エタノール 99.5% ③次亜塩素酸ナトリウム 1.0%＊7

ー ／ ー

〇 ＊8

〇（指紋・顔）

〇  

記載の内容は2019年3月現在のものです。

ご利用にあたってのご注意

●AQUOS sense2本体、ACアダプタ、nanoSIMカードなどのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●AQUOS sense2本体、nanoSIMカードに登録さ
れた情報内容は、お客さまご自身で別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。情報内容の変化・消失に関し、当社としては何らの義務を負わないものとし、一切の
責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●お客さまがインストールを行うアプリケーションによっては、お客さまのスマートフォン本体の動作が不安定になったりお客さ
まの位置情報やスマートフォン本体に登録された個人情報などが、インターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリ
ケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認のうえご利用ください。●スマートフォンや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり、大変危
険ですのでおやめください。●AQUOS sense2本体は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部
自動的に通信を行う仕様となっています。また、動画の視聴などを行うと、大量のパケット通信が発生します。このため、Wi-Fi環境でのご利用をおすすめします。●外部メモリーはす
べての動作を保証するものではありません。●電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かない、または弱い）などにより、通話（通信）・
待受時間が半分程度になる場合があります。●本体に金属性の材質を使用しており、まれにお客さまの体質や体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

＜商品の表現および仕様に関するご注意・商標一覧＞●商品写真などに関しては、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。 ●掲載の画面はハメコミ合成であり、イメー
ジです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。 ●仕様およびデザインは性能・機能向上のため、変更になる場合があります。 ●「おサイフケータイ」の名称およびロゴ
は、株式会社NTTドコモの登録商標です。 ●「AQUOS／アクオス」「はっきりビュー」「AQUOSかんたんホーム」「長エネスイッチ」「インテリジェントチャージ」「AQUOS」ロゴ、「AQUOS 
sense2」ロゴ、「IGZO」ロゴ、「エスショイン／S-Shoin」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。 ●Google、Android、Google Play、 YouTube およびその他のマークは、Google 
LLCの商標です。●Qualcomm及びSnapdragonは米国及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。 ●Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance® の登録商標です。 ●本製品の音声合成ソフトウェアにはHOYAサービス株式会社のVoiceTextを使
用しています。VoiceTextは、Voiceware社の登録商標です。 ●文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。iWnn Ⓒ OMRON SOFTWARE Co ., 
Ltd.2008-2019 All Rights Reserved. iWnn IME Ⓒ OMRON SOFTWARE Co ., Ltd. 2009-2019 All Rights Reserved. ●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 ● 　 は、フェリカ
ネットワークス株式会社の登録商標です。 ●Corning と Gorilla は、Corning Incorporatedの登録商標です。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●Oracleと
Javaは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合がありま
す。 ●USB Type-C は USB Implementers Forum の商標です。 ●掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※ パケット通信料がかかります。

まずはここをチェック！
法人のお客様向けAQUOS公式サイト

AQUOS for Business 検 索

シャープ株式会社　〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

VoLTE対応 〇 ＊2

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。


