4 眼カメラ搭載

超 広 角対 応

ウルトラナイトモード2.0

1600万画素インカメラ

ビデオ手ぶれ補正

HDRとマルチフレームテクノロジーで、

A.I. ビューティー 機能が 800 万通りの

高性能な手ブレ補正
（ EIS ）
が、動画撮影

夜景も明るく撮影できます。

美顔データから最適な補正をプラス。

時の手ブレを強力に補正します。

119°

の 超 広 角レンズで、限ら
119°
れた撮影距離からすべての被
写体や風景を一枚の写真に収
めることができます。

超広角レンズ

インカメラ

超広角レンズ

約1600 万画素 A.I.ビューティー機能

全ての被写体や風景を一枚に

6.5インチ

標準レンズ

水滴型ノッチスクリーン

約1200 万画素

89.3％

モノクロレンズ

大画面で様々なコンテンツを楽しめます

陰影を強調する効果

サンライトスクリーン

ポートレートレンズ

強い日光下でも画面を色鮮やかに表示

背 景 のぼ かし効 果を高 める

5000mAh 大容量バッテリー
5000mAh の大容量バッテリーで長時間駆動を実現 。リバース
充電機能も搭載し、他のデバイスへ充電 ＊することができます。
＊リバース充電機能には、別 途 OTG ケーブルが必要です。

Micro SD

Nano SIM 2
VoLTE

UP TO 256GB

Nano SIM 1
VoLTE

SnapdragonTM 665 搭載

RAM 4GB+ROM 64GB

DSDV トリプルスロット

消費電力を抑えつつ、快適なパフォー

快 適 に 操 作しな がら、写 真、アプリ、

nanoSIMカード 2 枚とmicroSDカード

マンスを実現します。

動画など多くのデータを保存できます。

(最大 256GB) を同時に使えます。

ColorOS 6.0

ゲームモード

Android 9.0 ベースのシンプルなデザインの ColorOS は、

ゲームブースト 2.0 に搭載したフレームブーストとタッチブースト

誰でも簡単にお使いいただけます。データ移行もラクラク。

を組み合わせることで、より快適なゲーム環境を実現します。

サウンドシステム
₁

₂

ステレオスピーカーに 加え、ハイレゾ * 、Dolby Atmos* にも
対応 。
ゲームも映画も音楽も、最高のサウンドで演出します。
ドルビー、
Dolby Atmosはドルビーラボラトリーズの登録商標です。本製品は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠しています。
＊1ハイレゾ対応のイヤホン・ヘッドホンやスピーカーが必要です。(別売)＊2 Dolby、
” Hi-Res Audio” ロゴは日本オーディオ協会のライセンスを受けて使用しています。

オッポ エーファイブ ニーゼロニーゼロ

OPPO A5 2020 仕様
アウトカメラ：

[ 標準レンズ ] 約1200万画素
（ƒ/1.8 絞り値 )
[ 超広角レンズ ] 約 800 万画素

）
（ ƒ/2.25 絞り値 / 広角119°
[ ポートレートレンズ ] 約 200 万画素

( ƒ/ 2.4 絞り値）
[ モノクロレンズ ] 約 200 万画素

( ƒ/ 2.4 絞り値）

インカメラ：

CPU：

グリーン

ブルー

約1600 万画素 ( ƒ/ 2.0 絞り値）

Qualcomm ® Snapdragon™ 665
オクタコア CPU：4×1.8GHz ＋ 4× 2.0GHz

内蔵メモリ：

RAM 4GB / ROM 64GB

外部メモリ：

microSD / XC 最大 256GB

バッテリー：

5000mAh

ディスプレイ：

6.5 インチ / HD +（1600×720) / TFT-LCD / Gorilla Glass 3+

SIM カード
スロット：

トリプルスロット

おすすめポイント

5000mAh
大
容
量

※ DSDV 対応、VoLTE は docomo/ au/Rakuten/ Y! mobile に対応 。その他のキャリアに関しては
動作保証が取れておりません。

Color OS 6.0 ( based on Android 9.0 )

サイズ：

約 163.6 mm×75.6mm×9.1mm

重量：

約 195g

対応周波数：

FDD-LTE: Bands 1 /2/ 3/4/ 5/ 7/ 8/18/19/20/26/28
TD-LTE: Bands 38/39/40/41
WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19
GSM: 850/900/1800/1900MHz
キャリアアグリゲーション対応

無線通信方式：

Wi-Fi: 2.4 / 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
NFC 対応（FeliCa 非対応 ）
テザリング対応

Bluetooth：

Bluetooth5.0

生体認証：

指紋認証・顔認証

防塵：

防塵 IP5X 対応

センサー：

磁気センサー / 光センサー / 近接センサー / 加速度センサー/ ジャイロセンサー

位置情報：

GPS /A-GPS / GLONASS / Beidou / Galileo

USB ポート：

Type-C / USB2.0 対応 / OTG対応

その他：

ステレオスピーカー / ハイレゾ / Dolby Atmos

本体付属品：

電話機 ×１/ ACアダプター ×1 / イヤフォン ×1 / 保 護ケース×1 /
USBデータケーブル Type -C ×1 / クイックガイド ×1 / 安全ガイド×1 /
（貼付済み）×1
SIMカードスロット用ピン ×1 / 保護フィルム

■製品仕様や機能説明は、サプライヤーの変更などの理由によって変更される場合がありますので、実際の製品でお確かめください。
関連する技術データは、当社設計時のパラメータ検査機関やサプライヤーのテストデータによるもので、テストソフトウェアのバージョン、
特定のテスト環境、特定のバージョンによって、実環境でのデータは若干異なる場合があります。■ 記載されている会社名、製品・サー
ビス名は、各社の登録商標または商標です。■ 掲載した商品のサービス・仕様・デザインなどは予告なく変更する場合がありますので、
ご了承ください。■ 掲載した商品写真は、印刷のため実際の色と異なる場合があります。■ 記載内容は 2019年 9月現在のものです。

4眼カメラ

大容量バッテリー

nanoSIM ×2 ＋ microSD×1

OS：

超広角レンズ 搭載
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