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詳しくはドコモの
ホームページへ▶

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。

このカタログに関するお問い合わせは 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〉

ご利用にあたってのご注意
●SH-��L本体、電池パック、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。●充電端子はmicroUSBタイプとなり、
対応のACアダプタは別売となります。●iモードは非対応です。●iアプリはご利用になれません。●お客さまご自身でSH-��L本体、ドコモnanoUIMカードに登録された情報内容は、
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。情報変化・消失に関し、当社はなん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。●iモード、またはspモー
ドにてご契約中のサイト（マイメニュー登録やドコモケータイ払いの継続課金サービス）が、本機種に対応していない場合、サイトを継続してご利用になれず、お客さまご自身でサイト
の解約手続きが必要となります。ご登録中のサイトが継続してご利用可能であるかは、必ずお客さまご自身でご確認をお願いします。詳細はサイトの提供会社へお問い合わせくださ
い。●マイメニュー引継ぎ実施後に該当のサイトが利用できるのは、ISP契約変更翌日の正午頃となります。●メールなどの一部機能やサービスについて、利用開始時に利用許諾へ
の同意が必要となります。●「おまかせ口ック」について、ドコモケータイ（iモード）向けに提供する「おまかせ口ック」とはサービス内容やセキュリティなどに差異があります。 ●
SH-��Lは、これまでのドコモケータイ（iモード）と異なり、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、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。●外部
メモリ (microSDカード／microSDHCカード）はすべての動作を保証するものではありません。●一部の機種において、その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。 ●掲載の商品については、店舗で取扱っていない場合がございますのでご了承ください。●詳細については
ドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

＜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。 ●「PREMIUM �G」「VoLTE」「iアプリ」「i
モード」「spモード」「おサイフケータイ」「iD」 「WORLD WING／ワールドウィング」「工リアメール」「おまかせ口ック」「オフィスリンク」「あんしんマネージャー」の名称および口ゴは、株式会
社NTTドコモの商標または登録商標です。●「AQUOS／アクオス」「でかレシーバー」「はっきりビュー」「インテリジェントチャージ」「スムーズトーク」「AQUOS」口ゴは、シャープ株式会社
の登録商標または商標です。 ●QuaIcomm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は、Bluetooth SIG,Inc．の登録商標で、株式会社NTTドコモはライセン
スを受けて使用しています。●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.����-���� All Rights Reserved. iWnn 
IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. ����-���� All Rights Reserved.● FeliCaはソ二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。●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。●「QUICPay」は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。●「楽天Edy」は、楽天Edy株式会社の登録商標です。
●本製品には株式会社モリサワの書体、UD新ゴを搭載しています。「新ゴ」は、株式会社モリサワの登録商標です。●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。
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主な仕様／サービス一覧

サイズ（高さ×幅×厚さ）
質量
CPU

内蔵メモリ（RAM／ROM）
外部メモリ最大対応容量＊�

バッテリ一容量
連続通話時間＊�

連続待受時間＊�

メインディスプレイ（サイズ／種類／解像度）
サブディスプレイ（サイズ／種類／解像度）

解像度
受信時／送信時最大速度＊�

VoLTE対応
PREMIUM �G対応
Wi-Fi（対応通信規格）
テザリング同時接続数
BIuetooth➈（対応バ一ジョン）
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
おサイフケ一タイ
工リアメ一ル
WORLD WING

約���mm×約��mm×約��.�mm
約���g

Qualcomm®Snapdragon™ ���（MSM����）�.�GHzクアッドコア
RAM �GB／ROM �GB

��GB（microSDHC力一ド）
�,���mAh

LTE (VoLTE [EVS-WB])：約���分／�G：約���分／GSM：約���分
LTE:約���時間／�G：約���時間／GSM：約���時間

約�.�インチ／TFT／QHD (���×���ドット）
約�.�インチ／有機EL／��×���ドット

有効画素数約���万画素CMOS裏面照射型
���Mbps／��Mbps

〇（EVS-WB）
ー

〇（IEEE���.��b/g/n ［�.�GHz］）
��台（Wi-Fi：��台 USB：�台 Bluetooth［PAN］：�台を併用）

〇（�.�）＊�

〇（リモコン非対応）
IPX�/IPX�＊�／IP�X＊�／〇（MIL規格準拠）＊�

➀IPA（イソプロピルアルコール）��.�％ ➁エタノール ��.�% ➂次亜塩素酸ナトリウム �.�%＊�

〇＊��／一
一
一
〇＊��

〇 
〇＊��

SH-02L

※ 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

＊� 使用する外部メモリのメー力一により、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。＊� 連続通話時間
は、設定状況、使用環境や通話・メール・カメラなどのご利用頻度により、大きく変動します。各種機能のご利用頻度が多い場合、実際の時間は半分以下になることがあります。＊� 連続待受時間とは、電波を正常に受信
できる静止状態での平均的な利用時間です。連続待受時間は、設定状況、使用環境や通話・メール・カメラなどのご利用頻度により、大きく変動します。各種機能のご利用頻度が多い場合、実際の時間は半分以下になる
ことがあります。＊� 通信速度は、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。＊� 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。対応プロファイルについて、 詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。＊� IPX�とは、
内径�.�mmの注水ノズルを使用し、約�mの距離から��.�L/分の水を最低�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。IPX�とは、常温で水道水の水深
�.�mのところに携帯電話を沈め、約��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。＊� IP�Xとは、保護度合いをさし、直径��μm以下の塵挨（じんあい）が入った装置に商品を�時間
入れてかくはんさせ、取り出したときに通信機器の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。＊� 米国国防総省が制定したMIL-STD-���G Method ���.�:Shock-ProcedurelVに準拠した規格において、高さ
�.��mから合板（ラワン材）に製品を��方向で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。＊� 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。＊�� ワンセグ放送は、利用環境によってノイズが入った
り、受信できない場合があります。また、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。録画には対応しておりません。ワンセグサービスについて、詳しくは「一般社団法人放送サービス高度化推進協会の
ホームページ」(www.apab.or.jp）などでご確認ください。NHKの受信料については、 NHKにお問い合わせください。＊�� FeliCa方式のサービスがご利用になれます。本端末は、以下のおサイフケータイ対応サービスの
みご利用頂ける予定です。（����年��月現在）モバイルdポイントカード、iD、楽天Edy、QUICPay、ゴールドポイントカード、 ビックポイントケータイ、東京ドームTDモバイル�。＊�� WORLD WINGの通話・通信料は国内で
の通信を対象とした各種割引サービスの適用対象外です。海外でのご利用について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

このカタログの内容は2019年4月現在のものです。

AQUOS for Business 検 索

カメラ

メモリ



※対象薬品➀IPA（イソプロピルアルコール）��.�％➁エタノール��.�%➂次亜塩素酸ナトリウム�.�%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。

多様なビジネスニーズをサポート

〡でかレシーバー
スピーカー部の大きさが約��％＊アップ。さらに開口面積も大きくなり、相手の声が
しっかり聞こえます。＊従来機種SH-��Jとの比較。

〡スムーズトーク
受話口から自分の声が聞こえやすく、人通りの多い屋外でも自然な会話ができます。

〡進化した高音質通話VoLTE
高品質なVoLTEがさらに進化し、聞き取りやすいクリアな通話がご利用になれます。

聞き取りやすい音声で快適通話

〡ボイスレコーダー／通話音声メモ機能
商談や会議に便利なボイスレコーダー機能 ＊�や、通話を録音できる通話音声メモ機能 ＊�を搭載。
＊� �件あたり約�時間録音できます。保存件数は本体やmicroSDカードの空き容量に依存します。　
＊� 保存先を本体にした場合、１件あたり最大��分で��件まで録音できます。保存先をmicroSDカードにした場合、保存件数および�件あたりの時間はmicroSDカードの空き容量に依存します。

商談、会議に便利な録音機能

画面の色彩調整により、インターネットや地図などもはっきり見ることができます。
※出荷時の設定はof  f です。

画面が見やすいはっきりビュー

■ 内線／外線鳴り分け機能
内線着信時に内線専用の着信音を鳴らすことができます。
※発信元電話番号の先頭数字が「�～�」いずれかの場合に内線扱いとなります。

■ 電話帳からの保留転送機能
内線の保留転送の際、転送先を電話帳から選択することができます。本機能に
より通話中の画面からスムーズに転送操作することが可能です。
※事前に保留特番・ダイヤル確定特番の設定が必要です。

■プレフィックス付与機能
発信時に「�発信」等で利用するプレフィックスを自動付与することができます。
※事前にプレフィックスの設定が必要です。

外出先での紛失や盗難にあってしまった時など
に備え、本体やmicroSDカード内のデータを暗
号化できるので情報漏えいを防止できます。

本体・
microSDカード暗号化

お使いのSH- ��Lを、全国どこでも
オフィスの内線電話として利用する
ことができます。

〡オフィスリンク®

〡あんしんマネージャー®

あんしんのサービス

業務に不要なアプリケーションの使用を制限するなど、管理者が端末の機能を最適化
できる無償のＰＣツールです。SH-��Lでは電話帳登録外への電話発信とメール送信を
制限できる機能を強化しました。
※機能制限ツールの詳細やお申込み方法については、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。

〡機能制限ツール

電車などで使用する場合に気になる、周囲の
視線をパターン画像でブロック。フィルム貼り
付けによるブロックとは違い、状況に応じて
ON/OFFを切り替えられるのも便利です。

のぞき見防止

防水（IPX�/IPX�)と防塵（IP�X)対応で、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 でよく
使 用される耐 薬 品 性 能を有しています。

あんしんの防水／防塵／耐薬品性能

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。

MIL規格（MIL-STD-���G）をクリア

社員に貸与したSH-��Lを遠隔操作で一元管理することが
できるので、業務の効率化やセキュリティリスクの回避が
できます。

IPX�/� IP�X 耐薬品性能

高温保管

耐振動耐衝撃（落下） 浸漬 温度衝撃

低圧保管高温動作 低温保管

高音質通話イメージ

情報漏えいリスクを軽減するあんしん機能

タフな使用に耐える堅牢性＊

いろいろつながる便利な機能

高速・高温充電の繰り返しなど、電池の劣化に影響する環境下で電池への負担が少ない充電方法
「インテリジェントチャージ」に対応。１年後も電池の寿命を約��％維持＊。

電池の劣化を抑える、やさしい充電
＊ お客さまのご利用環境により
　電池の寿命は異なります。

約��％

�年後の
電池寿命維持率

＊

より充実したサービス

OFF ON

文字や
色調が
はっきり

ドコモ地図ナビ 
powered by いつもNAVI

AMR-WB EVS-WB
50Hz 300Hz 3.4kHz 7kHz 8kHz

＊ 画面はイメージです。
SH- ��L 固定電話PBX

電車などで使用する場合に気になる、周囲の
視線をパターン画像でブロック。フィルム貼り
付けによるブロックとは違い、状況に応じて
ON/OFFを切り替えられるのも便利です。

東京支店
��-����-○○○○

共通電話帳

大阪支店
��-����-△△△△

名古屋支店
���-���-□□□□

初期化利用中断/端末ロック 共有電話帳配信

PCツールから複 数端末に一括設 定

Wi-Fi®・Bluetooth®・USBテザリング対応

Wi-Fi対応なので大容量データのダウンロードもあんしん。
またWi-Fi・Bluetooth®・USBのテザリングに対応。外出先
でもケータイのテザリングを使ってパソコン等の機器を
インターネットにつないだり、会社に届いたメールも外出先
で素早くチェックできます。

赤外線通信

画像や電話帳のデータを簡単に引き継げます。

海外でも使える

欧州や東南アジアでもＬＴＥ通信が利用可能です＊。

制限

※ご 利用にはお申込みが必 要です。（有料）

※ご 利用にはお申込みが必 要です。（有料）

※商品写真および 画面・画像はイメージです。

＊一部地域ではご利用いただけません。詳しくはドコモのホームページでご確認ください。

＊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。

Wi-Fi

USB



※対象薬品➀IPA（イソプロピルアルコール）��.�％➁エタノール��.�%➂次亜塩素酸ナトリウム�.�%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。

多様なビジネスニーズをサポート

〡でかレシーバー
スピーカー部の大きさが約��％＊アップ。さらに開口面積も大きくなり、相手の声が
しっかり聞こえます。＊従来機種SH-��Jとの比較。

〡スムーズトーク
受話口から自分の声が聞こえやすく、人通りの多い屋外でも自然な会話ができます。

〡進化した高音質通話VoLTE
高品質なVoLTEがさらに進化し、聞き取りやすいクリアな通話がご利用になれます。

聞き取りやすい音声で快適通話

〡ボイスレコーダー／通話音声メモ機能
商談や会議に便利なボイスレコーダー機能 ＊�や、通話を録音できる通話音声メモ機能 ＊�を搭載。
＊� �件あたり約�時間録音できます。保存件数は本体やmicroSDカードの空き容量に依存します。　
＊� 保存先を本体にした場合、１件あたり最大��分で��件まで録音できます。保存先をmicroSDカードにした場合、保存件数および�件あたりの時間はmicroSDカードの空き容量に依存します。

商談、会議に便利な録音機能

画面の色彩調整により、インターネットや地図などもはっきり見ることができます。
※出荷時の設定はof  f です。

画面が見やすいはっきりビュー

■ 内線／外線鳴り分け機能
内線着信時に内線専用の着信音を鳴らすことができます。
※発信元電話番号の先頭数字が「�～�」いずれかの場合に内線扱いとなります。

■ 電話帳からの保留転送機能
内線の保留転送の際、転送先を電話帳から選択することができます。本機能に
より通話中の画面からスムーズに転送操作することが可能です。
※事前に保留特番・ダイヤル確定特番の設定が必要です。

■プレフィックス付与機能
発信時に「�発信」等で利用するプレフィックスを自動付与することができます。
※事前にプレフィックスの設定が必要です。

外出先での紛失や盗難にあってしまった時など
に備え、本体やmicroSDカード内のデータを暗
号化できるので情報漏えいを防止できます。

本体・
microSDカード暗号化

お使いのSH- ��Lを、全国どこでも
オフィスの内線電話として利用する
ことができます。

〡オフィスリンク®

〡あんしんマネージャー®

あんしんのサービス

業務に不要なアプリケーションの使用を制限するなど、管理者が端末の機能を最適化
できる無償のＰＣツールです。SH-��Lでは電話帳登録外への電話発信とメール送信を
制限できる機能を強化しました。
※機能制限ツールの詳細やお申込み方法については、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。

〡機能制限ツール

電車などで使用する場合に気になる、周囲の
視線をパターン画像でブロック。フィルム貼り
付けによるブロックとは違い、状況に応じて
ON/OFFを切り替えられるのも便利です。

のぞき見防止

防水（IPX�/IPX�)と防塵（IP�X)対応で、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 でよく
使 用される耐 薬 品 性 能を有しています。

あんしんの防水／防塵／耐薬品性能

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。

MIL規格（MIL-STD-���G）をクリア

社員に貸与したSH-��Lを遠隔操作で一元管理することが
できるので、業務の効率化やセキュリティリスクの回避が
できます。

IPX�/� IP�X 耐薬品性能

高温保管

耐振動耐衝撃（落下） 浸漬 温度衝撃

低圧保管高温動作 低温保管

高音質通話イメージ

情報漏えいリスクを軽減するあんしん機能

タフな使用に耐える堅牢性＊

いろいろつながる便利な機能

高速・高温充電の繰り返しなど、電池の劣化に影響する環境下で電池への負担が少ない充電方法
「インテリジェントチャージ」に対応。１年後も電池の寿命を約��％維持＊。

電池の劣化を抑える、やさしい充電
＊ お客さまのご利用環境により
　電池の寿命は異なります。

約��％

�年後の
電池寿命維持率

＊

より充実したサービス

OFF ON

文字や
色調が
はっきり

ドコモ地図ナビ 
powered by いつもNAVI

AMR-WB EVS-WB
50Hz 300Hz 3.4kHz 7kHz 8kHz

＊ 画面はイメージです。
SH- ��L 固定電話PBX

電車などで使用する場合に気になる、周囲の
視線をパターン画像でブロック。フィルム貼り
付けによるブロックとは違い、状況に応じて
ON/OFFを切り替えられるのも便利です。

東京支店
��-����-○○○○

共通電話帳

大阪支店
��-����-△△△△

名古屋支店
���-���-□□□□

初期化利用中断/端末ロック 共有電話帳配信

PCツールから複 数端末に一括設 定

Wi-Fi®・Bluetooth®・USBテザリング対応

Wi-Fi対応なので大容量データのダウンロードもあんしん。
またWi-Fi・Bluetooth®・USBのテザリングに対応。外出先
でもケータイのテザリングを使ってパソコン等の機器を
インターネットにつないだり、会社に届いたメールも外出先
で素早くチェックできます。

赤外線通信

画像や電話帳のデータを簡単に引き継げます。

海外でも使える

欧州や東南アジアでもＬＴＥ通信が利用可能です＊。

制限

※ご 利用にはお申込みが必 要です。（有料）

※ご 利用にはお申込みが必 要です。（有料）

※商品写真および 画面・画像はイメージです。

＊一部地域ではご利用いただけません。詳しくはドコモのホームページでご確認ください。

＊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。

Wi-Fi

USB



SH-02L

詳しくはドコモの
ホームページへ▶

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。

このカタログに関するお問い合わせは 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〉

ご利用にあたってのご注意
●SH-��L本体、電池パック、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。●充電端子はmicroUSBタイプとなり、
対応のACアダプタは別売となります。●iモードは非対応です。●iアプリはご利用になれません。●お客さまご自身でSH-��L本体、ドコモnanoUIMカードに登録された情報内容は、
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。情報変化・消失に関し、当社はなん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。●iモード、またはspモー
ドにてご契約中のサイト（マイメニュー登録やドコモケータイ払いの継続課金サービス）が、本機種に対応していない場合、サイトを継続してご利用になれず、お客さまご自身でサイト
の解約手続きが必要となります。ご登録中のサイトが継続してご利用可能であるかは、必ずお客さまご自身でご確認をお願いします。詳細はサイトの提供会社へお問い合わせくださ
い。●マイメニュー引継ぎ実施後に該当のサイトが利用できるのは、ISP契約変更翌日の正午頃となります。●メールなどの一部機能やサービスについて、利用開始時に利用許諾へ
の同意が必要となります。●「おまかせ口ック」 について、ドコモケータイ（iモード）向けに提供する「おまかせ口ック」とはサービス内容やセキュリティなどに差異があります。 ●
SH-��Lは、これまでのドコモケータイ（iモード）と異なり、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、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。●外部
メモリ (microSDカード／microSDHCカード）はすべての動作を保証するものではありません。●一部の機種において、その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。 ●掲載の商品については、店舗で取扱っていない場合がございますのでご了承ください。●詳細については
ドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

＜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。 ●「PREMIUM �G」「VoLTE」「iアプリ」「i
モード」「spモード」「おサイフケータイ」「iD」 「WORLD WING／ワールドウィング」「工リアメール」「おまかせ口ック」「オフィスリンク」「あんしんマネージャー」の名称および口ゴは、株式会
社NTTドコモの商標または登録商標です。●「AQUOS／アクオス」「でかレシーバー」「はっきりビュー」「インテリジェントチャージ」「スムーズトーク」「AQUOS」口ゴは、シャープ株式会社
の登録商標または商標です。 ●QuaIcomm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は、Bluetooth SIG,Inc．の登録商標で、株式会社NTTドコモはライセン
スを受けて使用しています。●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.����-���� All Rights Reserved. iWnn 
IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. ����-���� All Rights Reserved.● FeliCaはソ二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。●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。●「QUICPay」は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。●「楽天Edy」は、楽天Edy株式会社の登録商標です。
●本製品には株式会社モリサワの書体、UD新ゴを搭載しています。「新ゴ」は、株式会社モリサワの登録商標です。●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。

カラーバリエーション

ブラック

ゴールド ピンク

ブラック

主な仕様／サービス一覧

サイズ（高さ×幅×厚さ）
質量
CPU
　　　　　　　　内蔵メモリ（RAM／ROM）
　　　　　　　　外部メモリ最大対応容量＊�

バッテリ一容量
連続通話時間＊�

連続待受時間＊�

メインディスプレイ（サイズ／種類／解像度）
サブディスプレイ（サイズ／種類／解像度）
　　　　　　　　解像度
受信時／送信時最大速度＊�

VoLTE対応
PREMIUM �G対応
Wi-Fi（対応通信規格）
テザリング同時接続数
BIuetooth➈（対応バ一ジョン）
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
おサイフケ一タイ
工リアメ一ル
WORLD WING

約���mm×約��mm×約��.�mm
約���g

Qualcomm®Snapdragon™ ���（MSM����）�.�GHzクアッドコア
RAM �GB／ROM �GB

��GB（microSDHC力一ド）
�,���mAh

LTE (VoLTE [EVS-WB])：約���分／�G：約���分／GSM：約���分
LTE:約���時間／�G：約���時間／GSM：約���時間

約�.�インチ／TFT／QHD (���×���ドット）
約�.�インチ／有機EL／��×���ドット

有効画素数約���万画素CMOS裏面照射型
���Mbps／��Mbps

〇（EVS-WB） 
ー

〇（IEEE���.��b/g/n ［�.�GHz］）
��台（Wi-Fi：��台 USB：�台 Bluetooth［PAN］：�台を併用）

〇（�.�）＊�

〇（リモコン非対応）
IPX�/IPX�＊�／IP�X＊�／〇（MIL規格準拠）＊�

➀IPA（イソプロピルアルコール）��.�％ ➁エタノール ��.�% ➂次亜塩素酸ナトリウム �.�%＊�

〇＊��／一
一
一
〇＊��

〇 
〇＊��

SH-02L

※ 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

＊� 使用する外部メモリのメー力一により、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。＊� 連続通話時間
は、設定状況、使用環境や通話・メール・カメラなどのご利用頻度により、大きく変動します。各種機能のご利用頻度が多い場合、実際の時間は半分以下になることがあります。＊� 連続待受時間とは、電波を正常に受信
できる静止状態での平均的な利用時間です。連続待受時間は、設定状況、使用環境や通話・メール・カメラなどのご利用頻度により、大きく変動します。各種機能のご利用頻度が多い場合、実際の時間は半分以下になる
ことがあります。＊� 通信速度は、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。＊� 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。対応プロファイルについて、 詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。＊� IPX�とは、
内径�.�mmの注水ノズルを使用し、約�mの距離から��.�L/分の水を最低�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。IPX�とは、常温で水道水の水深
�.�mのところに携帯電話を沈め、約��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。＊� IP�Xとは、保護度合いをさし、直径��μm以下の塵挨（じんあい）が入った装置に商品を�時間
入れてかくはんさせ、取り出したときに通信機器の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。＊� 米国国防総省が制定したMIL-STD-���G Method ���.�:Shock-ProcedurelVに準拠した規格において、高さ
�.��mから合板（ラワン材）に製品を��方向で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。＊� 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。＊�� ワンセグ放送は、利用環境によってノイズが入った
り、受信できない場合があります。また、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。録画には対応しておりません。ワンセグサービスについて、詳しくは「一般社団法人放送サービス高度化推進協会の
ホームページ」(www.apab.or.jp）などでご確認ください。NHKの受信料については、 NHKにお問い合わせください。＊�� FeliCa方式のサービスがご利用になれます。本端末は、以下のおサイフケータイ対応サービスの
みご利用頂ける予定です。（����年��月現在）モバイルdポイントカード、iD、楽天Edy、QUICPay、ゴールドポイントカード、 ビックポイントケータイ、東京ドームTDモバイル�。 ＊�� WORLD WINGの通話・通信料は国内で
の通信を対象とした各種割引サービスの適用対象外です。海外でのご利用について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

このカタログの内容は2019年4月現在のものです。

AQUOS for Business 検 索

カメラ

メモリ
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