
スマートフォン
SH-M12 2019-10
本体価格や料金プランについては、
各販売事業者様にご確認ください。

充電からあなたを解き放つ。
1週間の電池持ち＊

＊ お客さまのご使用環境やご利用状況によってはそれを下回る場合があります。

優しい約束



ライトカッパー シルバーホワイト ブラック



＊1 スマートフォンAQUOSにおいて。2019年10月現在。シャープ株式会社調べ。
＊2 お客さまのご使用環境やご利用状況によってはそれを下回る場合があります。

バッテリーの寿命にも、自信。

4,0 0 0ｍA hバッテリー

4,000mAhの大容量バッテリーを搭載。これまで
同様の持ちやすさもキープしつつ、長時間の
電池持ち＊2を実現しました。

省エネ I G ZO

消費電力の低減を追求した、シャープ独自
のIGZOディスプレイ。バッテリーとの相乗
効果で、充電を気にせず使えます＊2。

AQUO S史上最長＊1の
1週間の電池持ち＊2。

※ 商品写真および画像・画面はイメージです。

急 速 充 電を繰り返しても電 池 が劣 化しにくい
よう、充 電 を賢くコントロ ールします。急 速 充
電規格「USB Power Delivery」に対応している
ACアダプターを使用すれば、約2.5倍＊も高速に
充電が可能です。

バッテリーの持ちが悪くなったと感じたとき、
「設 定」→「電 池」で、電 池の健 康 度をチェック
できるようになりました。

インテリジェントチャー ジ 電 池 の 健 康 度 を見 える化

※ 低下時は電池の交換などをご検討ください。
＊ 0～80%までの充電試験において（シャープ調べ）。
    同梱のACアダプターSH-AC05と従来機SH-AC04との比較。



※ 4Kサイズの動画撮影時には対応していません。

広角＆標準ツインカメラ

2つのカメラが写真の魅力を加速させる。ダイナミックに撮ることができる広角カメラと、質感たっぷりに
撮る標準カメラを、撮りたいものに応じて自由に切り替えできます。

臨場感を撮るか、質感を撮るか。

人 犬 猫 料理 花

夕景 花火 QRコード 白板 より美味しそうに ブレを少なく より印象的に

料理 犬 夕景

空間の広がりを表現したいなら
広角カメラ

ディテールを美しく撮りたいなら
標準カメラ

静止画手ブレ補正に対応しているからあんしん

動画を撮影するだけで
約15秒のショートムービーが自動でできる

AIライブストーリー

被写体やシーンを検出し
自動で最適なモードに切り替わる

AIオート



※ 商品写真および画像・画面はイメージです。

I GZOディスプレイ

細かな表示も快適に見ることができる、高精細かつ明るいディスプレイ。またリッチカラーテクノロジー
モバイルの採用により、写真や動画を実物に近い色味で鮮やかに表現します。

いろんなアプリを使っても余裕 ビジネスなどにも使える

快適な使い心地。

明るさ際立つディスプレイ。

約5.5インチ
フルHD+ ［ 2,160×1,080ドット］

＊ 当社従来機種（AQUOS sense2 SH-M08)との比較。 ＊ shared eXtended Global Platform。
　1.9GHzの周波数帯を用いた通信規格です。

Android Enterprise
Recommended

詳しくはこちら

CPU
パフォーマンス

GPU
パフォーマンス

2倍＊

容量

約30%UP＊約60%UP＊約15%UP＊
読み書き速度

ROM

64GB
RAM

４GB
CPU

Snapdragon™

630
デュアルSIM
（DSDV対応）

バックライト輝度やコントラストを
自動調整し屋外でも見やすく表示する

アウトドアビュー

sXGP®
規格対応＊



まずはここをチェック！ スマートフォン・携帯電話AQUOS公式サイト
最新機種の製品情報やキャンペーン、使い方ガイド
ブック、サポート情報をご紹介しています。 ※ 通信料がかかります。

スマートフォンAQUOS 検索

防水・防塵・耐衝撃に関するご注意

ご利用にあたってのご注意

〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
安全にお使いいただくために

10:00 ～ 17:00（12/31、1/1を除く毎日）電話受付時間 ：

この商品に関するお問い合わせは
シャープデータ通信サポートセンター TEL 050-5846-5418

このカタログの内容は、2019年10月現在のものです。 MMP1910

SH-M12 本体、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。連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態で使用できる時間の目安であり、連続待受時間は、電波を正常に送受信できる静止状態での目安です。データ通信などによっ
て、通話（通信）・待受時間は、短くなります。電池の充電状態や使用環境、利用場所の電波状態などにより、通話（通信）・待受時間が半分程度になる場合があります。お客さまご自身で SH-M12 本体、nanoSIM カードに登録された情報内容の変化・消失に関し、当社は何らの義務を負
わないものとし、一切の責任を負いかねます。SH-M12 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。外部メモリ（microSD カード／ microSDHC カード／ microSDXC カード）はすべての動作を保証するものではありません。本端末では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。

nanoSIMカード／microSDメモリカードトレイをしっかりと閉じてください。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。IPX5とは、内径 6.3mmの注水ノズルを使用し、約 3mの距離から 12.5リットル／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電話機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のところに電話機を沈め、約 30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。IP6Xとは、保護度合いを指し、直径
75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を 8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに、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。●本機の防水機能は、常温（5℃～35℃）の真水・水道水にのみ対応しています。以下の例に挙げたような液
体をかけたり、浸けたりしないでください（例：温水／石けん・洗剤・入浴剤などの入った水／海水／プールの水／温泉／熱湯など）。また、砂や泥なども付着させないでください。●周囲温度 5℃～35℃、湿度 45％～85％の範囲で使用してください。●本機は、nano SIMカード
／microSDメモリカードトレイをしっかりと閉じた状態で防水性能を保ちます。●付属品、オプション品は防水性能を有していません。水に濡れるような場所では使用しないでください。●本機が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる
異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。●送話口、スピーカー、イヤホンマイク端子、外部接続端子などに水滴を残さないでください。●ご使用の際は、nano SIMカード／microSDメモリカードトレイが確実に閉じているかご確認ください。［お風呂での利用に
ついて］●湯船や温泉、石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。●風呂場では、浴室温度 40℃以下、湿度 99%以下で連続使用 2時間以内の範囲でご使用ください。●その後必ず水抜き・自然乾燥を行ってください。なお、全ての機能の連続動作を保証するもの
ではありません。●急激な温度変化は、結露の原因となりますので本体が常温になってから風呂場に持ち込んでください。●高温のお湯をかけたり、温まった本製品に冷たい水をかけないでください。●風呂場で、イヤホンや外部接続機器を接続して使用しないでください。●風呂
場では絶対に充電を行わないでください。●防水・防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず 2年に 1回部品の交換をおすすめします（有料）。［耐衝撃（落下）について］米国国防総省が制定した MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-ProcedureⅣに準拠した規格にお
いて、高さ 1.22mから鋼板に製品を 26方向で落下させる試験を実施。すべての衝撃に対して保証するものではありません。MIL規格の詳細については、「取扱説明書」をご覧ください。

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。掲載の商品の仕様・性能は、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●掲載の画面・画像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。●「AQUOS／アクオス」「エモパー／emopa」「ProPix」「AIライブストーリー」「リッチカラーテクノロジーモバイル／Rich color technology Mobile」「アウトドアビュー」「インテリジェントチャージ」「COCORO EMOPA」ロゴ、「AQUOS」ロゴ、「AQUOS sense3」ロゴ、「IGZO」
ロゴは、シャープ株式会社の登録商標または商標です。●Android 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。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの
所有者に帰属します。●本製品の音声合成ソフトウェアには HOYA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。VoiceText of HOYA Corporation is used for speech synthesis. VoiceText is a registered trademark of Voiceware 
co.,ltd.●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。●「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。●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。●sXGPはビー・ビー・バックボーン株式会社の登録商標です。●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。

寸法／質量

連続通話時間

連続待受時間（静止時）

約5.5インチ フルHD＋（2,160×1,080ドット）IGZOディスプレイ

高さ 約147mm×幅 約70mm×厚さ 約8.9mm／約167g

VoLTE：約2,680分／3G：約2,330分／GSM：約1,110分

LTE：約850時間／3G：約960時間／GSM：約850時間

4,000mAh（内蔵電池）

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

5.0

対応バンド

バッテリー容量

GSM：850/900/1800/1900MHz

Wi-Fi®

Bluetooth®

L T E： 
Band1(2.0GHz)/Band3(1.7GHz)/Band5(850MHz)/Band8(900MHz)/
Band12（700MHz)/Band17(700MHz)/Band18(800MHz)/
Band19(800MHz)/Band39(1.9GHz)/Band41(2.5GHz)

Qualcomm® Snapdragon™ 630
2.2GHz+1.8GHzオクタコア

3 G ： 
Band1(2.0GHz)/Band5(850MHz)/Band6(800MHz)/
Band8(900MHz)/Band19(800MHz)

このカタログは環境に配慮した
植物油インキを使用しています。携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

保証書／クイックスタートガイド／急速充電器（ACアダプター）付属品

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

IPX5/IPX8・IP6X

MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure Ⅳ準拠・全19項目

防水・防塵

耐衝撃（落下）・MIL規格

nanoSIM×2 DSDV対応（1基はmicroSDXCカードスロットと排他利用）SIMカードスロット

内蔵：RAM 4GB、ROM 64GB／外部：最大512GB(microSDXCカード）メモリ

Android™ 9 Pieプラットフォーム

CPU

国民保護情報（Ｊアラート）にも対応した
緊急警報／簡易留守録その他機能

アウト標準

アウト広角

イン

有効画素数 約1,200万画素 CMOS 裏面照射型

カメラ

あんしん感と使いやすさをこの１台で。

顔認証 おサイフ
ケータイ

エモパー
Ver.10.1

のぞき見
ブロック

指紋認証

スクロール
オート

IPX5/8 
お風呂防水対応

IP6X

防 塵防 水

MIL-STD-810H
全19項目

耐衝撃

いろん な 場 所 で あ んしんして 使 える

最大2回／2年間
OSバージョンアップ

OS

かんたん
モード


