主な仕様
サイズ＊1
［高さ×幅×厚さ／㎜］

約84×157×16

有線LAN

2.5GBASE-T

カラー

ブラック

バッテリー容量＊5

4000mAh（内蔵電池）

重量［ｇ］
（電池含む）

同時接続台数

約268g

最大通信速度＊2（受信時／送信時の最大速度） 5G＊3：4.1Gbps／480Mbps
Wi-Fi（対応規格／最大通信速度＊4）

＊1

＊2
＊3
＊4
＊5

＊6
＊7
＊8

USB Type-C™

かんたん接続機能

WPS／QRコード接続＊6

＊7
LTE連続待受時間（静止時[自動]）

約200時間

連続通信時間（5G／PREMIUM 4G／LTE）＊7

4G：1.7Gbps／131.3Mbps

IEEE802.11a／54Mbps IEEE802.11b／11Mbps IEEE802.11g／54Mbps

IEEE802.11n／300Mbps IEEE802.11ac／867Mbps IEEE802.11ax／1.2Gbps WORLD WING＊8

約290分／約280分／約400分
LTE／3G

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。

一部エリアに限ります。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。対応エリアは「ドコモのホームページ」
でご確認ください。

発売時点では受信時最大3.4Gbps/送信時最大182Mbpsです。2020年夏以降、
ソフトウェアアップデートにより受信時最大4.1Gbps/送信時最大480Mbpsに対応予定です。
ソフトウェアアップ

デートにはパケット通信料がかかります。
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。

無線LANの最大伝送速度（規格値）は規格による理論上の速度であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。また、Wi-Fi対応機器とインターネットの間の通信速度は、インター

ネットと本機器の間の回線の実際の通信速度を超えることはありません。
端末によって、多少電池容量が上下する可能性があります。

QRコード読み取りをする場合は、対応のQRリーダーアプリが必要な場合があります。

連続通信時間、連続待受時間は使用環境や電波状況により変動します。なお連続待受時間は、工場出荷時の設定で、SH-52Aに対しWi-Fi接続している端末が無い状態で測定したものです。
渡航先のご利用可否については「ドコモのホームページ」
でご確認ください。

同梱品

USBケーブル A to C

SH-52A

100BASE-TX

18台（Wi-Fi：16台／USB：1台／有線LAN：1台）

接続端子

Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G modem-RF system

CPU

ディスプレイサイズ／解像度（横×縦） 約2.4インチ／320×240

1000BASE-T

�G対応、受信時最大�.�Gbps＊�。
ドコモ史上最速ルーター＊�。

試供品

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。●SH-52A本体、ACアダプタ、
ドコモnanoUIM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。
●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。
●「docomo Open Innovation Cloud／ドコモオープンイノベーションクラウド」
「クラウドダイレクト」
「WORLD WING／ワールドウィング」
の名称およびロゴは、株式会社NTTドコモの商標または

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。●Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance®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。●USB Type-C TM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。

まずはここをチェック！

スマートフォン・携帯電話・ルーター AQUOS公式サイト

スマートフォンAQUOS

検索

※ パケット通信料がかかります。

モバイル・リサイクル・ネットワーク

＊1

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。
このカタログに関するお問い合わせ

●シャープデータ通信サポートセンター

TEL 050-5846-5411

お問い合わせ先〈ドコモ・コーポレートインフォメーションセンター〉
＜電話受付時間＞ 平日（土・日・祝日および所定の休日を除く）
午前10:00〜午後 5:00 ※番号をよくお確かめの上、
おかけください。

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

シャープ株式会社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

ドコモの法人向けサイト

®

0120-808-539

www.nttdocomo.co.jp/biz

＊2

発売時点では受信時最大3.4Gbpsです。2020年夏以降、
ソフトウェアアップデートにより受信時
最大4.1Gbpsに対応予定です。
ソフトウェアアップデートにはパケット通信料がかかります。
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。
2020年5月時点。

＜電話受付時間＞ 平日（土・日・祝日・年末年始を除く）
おかけください。
午前9:00〜午後 6:00 ※番号をよくお確かめの上、

※携帯電話、
PHSからもご利用になれます。 ※海外からはご利用になれません。

このカタログの内容は2020年6月現在のものです。 2020.06

詳しくはドコモの
ホームページへ

受信時最大4.1Gbps／送信時最大480Mbpsの
超高速通信に対応＊1。

Wi-Fi STATION SH-52Aを活かしたさまざまなソリューション

■ 5Gならではの圧倒的な通信速度で、
大容量データも高速受信。
■４G（LTE）環境でもドコモのモバイルルーター史上最速＊2。
■ミリ波対応で送信時も超高速＊3。
＊1

発売時点では受信時最大3.4Gbps/送信時最大182Mbpsです。
2020年夏以降、
ソフトウェアアップデートにより受信時最大4.1Gbps/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には
パケット通信料がかかります。
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。
＊2 2020年5月時点。
＊3 ソフトウェアアップデートにより対応予定です。

最大通信速度（受信時）
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（単位：Gbps）
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遠隔操作

6.4倍

約
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ミリ波対応なので、
高精細映像も
遅延なく送信。

マルチギガビット
対応HUB（別売）

500

ICT授業

■ 最新のWi-Fi 6対応により、最大速度1.2Gbps＊5。
ワイヤレスでもストレスフリーな高速通信。
■ 最大16台同時接続。
みんなで高速通信を利用できる。

最大16台Wi-Fi接続できるので、
みんなで快適に通信。

POSシステム

テナントなど固定回線の常設が難しい場所でも
手軽に複数台のネットワーク環境を構築。

※ドコモで提供している5Gソリューションについて、詳しくは「ドコモのホームページ」
でご確認ください。 https://www.nttdocomo.co.jp/biz/special/5g/#business

ドコモオープンイノベーションクラウド®との連携

＊4 Wi-Fi 6を使うには、Wi-Fi 6対応のクライアントが必要です。
＊5 無線LANの最大伝送速度（規格値）は規格による理論上の速度であり、実際のデータ伝送速度を示すものでは
ありません。
また、Wi-Fi対応機器とインターネットの間の通信速度は、インターネットと本機器の間の回線の
実際の通信速度を超えることはありません。

■ 低遅延、高セキュリティなどMEC（Multi-access Edge Computing）を特長としたクラウドサービス
「ドコモオープンイノベーションクラウド®」との連携が可能です。
また、通信経路を最適化することで
TM
ネットワーク伝送遅延を短縮する
「クラウドダイレクト 」経由での接続にも対応しています。

高速有線LANを内蔵。
ギガビット環境を複数のPCで共有＊6。

インターネット

■ ドコモ初、
有線LANポート内蔵モデル＊7。
■ 2.5GBASE-T対応で、
従来モデルと比較して通信速度が約2.5倍＊8。
■ 省電力でセキュリティの安全性に優れたUSBテザリングも可能。
USB3.0対応のケーブルも同梱（試供品）。

ドコモ網

＊6 マルチギガビット対応Hub（別売）が必要です。
＊7 2020年5月時点。
＊8 従来モデルSH-05Lでクレードルを利用してLAN接続した場合との比較。

有線LAN

高精細映像配信

（単位：Mbps）

最新無線LAN規格Wi-Fi 6に対応。
置くだけでオフィスのような通信環境を＊4。

USB

低遅延なので、
ロボットの遠隔操作なども安心。

MEC

MEC

クラウドダイレクトTM

無線LAN

同時利用
可能

低遅延接続

サービス
ソリューション

接続先を柔軟に変更可能

番号認証による接続制限

※ドコモオープンイノベーションクラウド®の詳細や料金については、
ドコモの営業担当者もしくは問い合わせ窓口よりお問い合わせください。

登録回線以外からの
アクセス

