
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
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。本端末は、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。

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。

［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-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ございません。詳しくは
「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」「リッチカラーテクノロジーモバイル／Rich color technology Mobile」「エモパー／emopa」「ProPix」「アウトドアビュー」「AQUOS」ロゴ、「AQUOS sense4」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。●Google、Android、
Google フォト、およびその他のマークは Google LLC の商標です。●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。
Snapdragon Elite Gaming™ は Qualcomm Incorporatedの商標です。●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. 2008-2020 All Rights Reserved. iWnn IME Ⓒ 
OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2020 All Rights Reserved.●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触 ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation.FeliCa is a 
trademark of Sony Corporation.●　 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。●ハイレゾ音源を楽しむには、ハイレゾ対応のイヤホン・ヘッドホン（別売）やスピーカー（別売）が必要です。
Hi-Res Audioロゴ、Hi-Res Audio Wirelessロゴは、日本オーディオ協会の登録商標、または商標です。●LDACおよび LDACロゴはソニー株式会社の商標です。●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。

寸法／質量

連続通話時間

連続待受時間（静止時）

約5.8インチ フルHD＋（2,280×1,080ドット）IGZOディスプレイ

高さ 約148mm×幅 約71mm×厚さ 約8.9mm／約177g

VoLTE：約3,800分／3G：約2,430分／GSM：約1,320分

LTE：約1,020時間／3G：約1,160時間／GSM：約1,010時間

4,570mAh（内蔵電池）

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

5.1

対応バンド

バッテリー容量

GSM：850/900/1800/1900MHz

Wi-Fi®

Bluetooth®

LTE： 
Band1/Band3/Band5/Band8/Band12/Band17/
Band18/Band19/Band39/Band41 Qualcomm® Snapdragon™ 720G 2.3GHz+1.8GHzオクタコア

3 G：Band1/Band5/Band6/Band8/Band19 

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

有効画素数 約800万画素 CMOS（光学2倍ズーム対応）

IPX5/IPX8・IP6X

MIL-STD-810G準拠

防水・防塵

耐衝撃

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1TB（microSDXCカード）メモリ

Android™ 10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

アウト広角

アウト標準

アウト望遠

有効画素数 約800万画素 CMOSイン

有効画素数 約1,200万画素 CMOS

カメラ

COLOR VARIATION ハイクオリティサウンドを
ワイヤレスでも。

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
※ 通信料がかかります。

エモパー Ver.12.0
グルメ・お出かけスポット情報が豊富に

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。

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。

シルバーライトカッパー ブラック
あ な た が
そ こ に 、

い る か ら

SIMフリースマートフォン
AQUOS sense4 2020-10

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。

〒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、2020年10月現在のものです。 MMP2010
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BATTERY AND DISPLAY

1週間の電池持ち＊。

充電のことは、一旦忘れましょう。

長時間の電池持ちを叶える
AQUOS史上最大容量＊

4 570mAhバッテリー採用

充電を賢くコントロールするから
1年経ってもあんしん
インテリジェントチャージ

1 年後入時

90

＊ お客さまのご利用環境により使用 能時間は異なります。

＊ 通話やメッ ージの送受信を中 に、1日あたり約1時間の利用と約23時間の待機時間を 定した 自基準を 定し、実 に端末を使用して
　 定したものです（シャープ調べ）。 ームや動画視聴など、実 の利用状 によって短 される場合があります。

＊ スマートフォンAQUOSにおいて。
　 2020年10 （シャープ調べ）。

ゲーム Web 読書

表示するコンテンツに合わせて駆動を切替え

サイズ感はそのままなのに電池も画面も大きく進化。

AQUOS sense4
当社従来機種

AQUOS sense3
SH-M12

約70mm 約71mm

約5.8
インチ

約5.5
インチ

省エネ性能を向上させる
独自のIGZO ディスプレイ

圧倒的に自然で美しい色合い

コントラストなどを自動調整

屋外でも見やすいアウトドアビュー

省電力でも明るさをキープ

＊ 従来機種AQUOS sense3 SH-M12との比較。

バックライトの発光効率がアップ
したことで、従来機種＊と同じ明
るさ表 示 の 場 合 に 電 流 値 を約
5％削減します。

表示内容に応じて消費電力を制御

液晶
アイドリング

ストップ

輝度効率
約5％
UP＊
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高性能チップセットで
操作も表示もサクサク

夜景もかんたん
キレイに撮れる
AIオート

＊ FMラジオのご利用にはイヤホンケーブル（別売）が必要です。
　インターネットラジオを聴く場合は、通信料がかかります。

※ 防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意は裏表紙をご覧ください。

プロのような
印象的な写真を撮る
背景ぼかし

スマホデビューに
寄り添う
かんたんモード

無料で何枚でも
保存できる
Google フォト
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災害時などにもあんしんFMラジオ＊

ル ール
シート

ルイ
ー イ

PERFORMANCE

必要十二分の、

かしこさとストレージ。

3眼カメラが
写真表現の幅を広げる

発売から2年間、最大２回の
OSバージョンアップ

保 容量の目安＊2 動 画：約 350 分以
写 真：約 17,000 以

イト ード
物

QRコード

2.2 ＊ 4.2 ＊

＊ 従来機種AQUOS sense3 SH-M12との
　 比較。

アプリ起動もデータ保存も快適に

日常で安心して使える

ベーシックな機能も充実

4GB

RA

64GB

RO

CPU 性能 GPU 性能

2.4 ＊1

ータ

UFS2.1対応

Q  
Sn n   

e 

＊1 従来機種AQUOS sense3 SH-M12との比較。
＊2 お い 時の 定値（写真：3,840×2,160／動画：1,920×1,080）にて
　　 した場合。保 数は目安であり、 条件によって 減します。

CAMERA

あなたの写真に

もっと多彩な個性を。

本格3眼カメラを搭載。

USABILITY

誰にでも

どんなときも

使いやすく。

Qualcomm Snapdragon and 
Qualcomm Snapdragon Elite 

Gaming are products of 
Qualcomm Technologies, Inc. 

and/or its subsidiaries.

＊ 広角カメラに対しての倍率。

OS

Google は Google LLC の商標です。 シ ト ー

しで
電

   アプリを 動

※ ご利用にはあらかじめ 定が必要です。

前面指紋センサーでかんたん電子決済やりたいこと、
Google に話しかけるだけ

見やすく押しやすい四角いアイコン

ホーム画面やアイコン、

文字などを見やすく変更

一括で変更することも可能

※ 商品写真および画像・画面はイメージです。
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［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-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ございません。詳しくは
「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」「リッチカラーテクノロジーモバイル／Rich color technology Mobile」「エモパー／emopa」「ProPix」「アウトドアビュー」「AQUOS」ロゴ、「AQUOS sense4」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。●Google、Android、
Google フォト、およびその他のマークは Google LLC の商標です。●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。
Snapdragon Elite Gaming™ は Qualcomm Incorporatedの商標です。●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. 2008-2020 All Rights Reserved. iWnn IME Ⓒ 
OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2020 All Rights Reserved.●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触 ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation.FeliCa is a 
trademark of Sony Corporation.●　 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。●ハイレゾ音源を楽しむには、ハイレゾ対応のイヤホン・ヘッドホン（別売）やスピーカー（別売）が必要です。
Hi-Res Audioロゴ、Hi-Res Audio Wirelessロゴは、日本オーディオ協会の登録商標、または商標です。●LDACおよび LDACロゴはソニー株式会社の商標です。●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。

寸法／質量

連続通話時間

連続待受時間（静止時）

約5.8インチ フルHD＋（2,280×1,080ドット）IGZOディスプレイ

高さ 約148mm×幅 約71mm×厚さ 約8.9mm／約177g

VoLTE：約3,800分／3G：約2,430分／GSM：約1,320分

LTE：約1,020時間／3G：約1,160時間／GSM：約1,010時間

4,570mAh（内蔵電池）

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

5.1

対応バンド

バッテリー容量

GSM：850/900/1800/1900MHz

Wi-Fi®

Bluetooth®

LTE： 
Band1/Band3/Band5/Band8/Band12/Band17/
Band18/Band19/Band39/Band41 Qualcomm® Snapdragon™ 720G 2.3GHz+1.8GHzオクタコア

3 G：Band1/Band5/Band6/Band8/Band19 

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

有効画素数 約800万画素 CMOS（光学2倍ズーム対応）

IPX5/IPX8・IP6X

MIL-STD-810G準拠

防水・防塵

耐衝撃

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1TB（microSDXCカード）メモリ

Android™ 10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

アウト広角

アウト標準

アウト望遠

有効画素数 約800万画素 CMOSイン

有効画素数 約1,200万画素 CMOS

カメラ

COLOR VARIATION ハイクオリティサウンドを
ワイヤレスでも。

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
※ 通信料がかかります。

エモパー Ver.12.0
グルメ・お出かけスポット情報が豊富に

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。

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。

シルバーライトカッパー ブラック
あ な た が
そ こ に 、

い る か ら

SIMフリースマートフォン
AQUOS sense4 2020-10

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。

〒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、2020年10月現在のものです。 MMP2010




