
5G対応 高速大容量5G(新周波数)は限定エリアで提供。
詳しくはエリアマップへ

スペック
サイズ（H×W×D）
質量
連続通話時間

連続待受時間

ディスプレイ／解像度

カメラ

CPU
内蔵メモリ
電池容量
OS
防水／防塵／MIL規格／独自落下試験
外部メモリ
Bluetooth
Wi-Fi

その他

SIMタイプ

約147×71×9.4mm＊1
約172g

4G（LTE）：約1820分／3G：約1570分／GSM：約1060分
4G（FDD-LTE）：約680時間／4G（AXGP）：約690時間／

3G：約880時間／GSM：約540時間
約5.7インチ／HD+（1520×720ドット）

アウトカメラ：有効画素数 約1310万画素（広角）＋約190万画素（マクロ）
インカメラ：有効画素数 約500万画素（広角）

Qualcomm Snapdragon™ 480 5G オクタコア（2.0GHz＋1.8GHz）
RAM : 4GB ROM : 64GB
4000mAh ※着脱不可
Android™ 11

〇（IPX5/8）／〇（IP6X）／〇（23項目準拠）／〇
microSD／microSDHC／microSDXC（最大1TB）

○（v5.1）
○（IEEE802.11a/b/g/n/ac）2.4GHz／5GHz
NFC／おサイフケータイ／GPS／GLONASS／
USB-HOST機能／ハイレゾ＊2／FMラジオ＊3

eSIM／nanoSIM
＊1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。＊2有線接続のハイレゾ対応ヘッドセット(別売)やスピーカ(別
売)が必要です。無線接続については、LDACに対応した機器(別売)が必要です。＊3ご利用にはイヤホンケーブル(別売)が必要です。

待ち時間なく、いつでもカンタンに
手続き可能。ご利用料金やデータ量
の確認、料金プランの変更ができる
ウェブサイトです。

http://u.softbank.jp/2nSOg7z

My SoftBank

アクセス

検 索

機種の操作やサービス内容などの
お困りごと・お問い合わせ内容に
応じて最適な解決方法をご案内し
ます。

https://u.softbank.jp/3dGNLSZ

ソフトバンク　カスタマーサポート

カスタマーサポート

アクセス

検 索

2111 arrows We A6メーカーカタログSB001036



※まる洗いとアルコール除菌についての注意事項、
　耐衝撃性能についてはP14をご確認ください。

かんたん操作で使いやすい。
スマホデビューにもちょうどいい。

指紋でキャッシュレス決済。
アプリ、サービス、カメラもより使いやすく。

まる洗いやアルコール除菌で清潔に。
画面割れに強く、落としてもあんしん。

ターコイズ
ソフトバンク限定カラー

ホワイトブラック

1

2

3

使いやすさにこだわった、
みんなにやさしいarrows
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かんたんな操作で使いやすい
大きくてわかりやすい

ホーム画面の　　（シンプルモード）から簡単に
設定できます。文字やアイコンが大きく見やすく
なり、使いやすいようにアプリの追加も配置の
編集もできます。

電話もラクラク

シンプルな画面
で操作に迷わず
使えます。文字
表示もはっきり
大きくなります。

シンプルモード

文字入力がスムーズ

文字キーを長押しして上下左右に
フリックすることで、文字入力が
かんたんにできます。

arrowsの便利機能や
スマホの使いこなし情報
など旬な記事を掲載。
〈記事を見るには〉
シンプルモードのホーム
画面から左の画面に
スライド。

画面に指で書く入力方法です。
手書きした文字につづく言葉を
自動で予測し、変換候補を表示
します。

かんたんキーボード

お役立ち情報を
お届けします。

手書き入力　

かんたん電話・かんたん電話帳スマホが
初めてでも
わかりやすい

かんたん電話 かんたん電話帳
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助けが欲しいとき、
ブザーとニセの着信でその場を回避

電源キー長押しから緊急時ブザーを
起動し、大音量で周囲に危険を
知らせます。

夜道の一人歩きなどの際に、
電話着信や通話中を装うこと
ができます。

緊急時ブザー イミテーションコール

arrows Weは
公益財団法人

全国子ども会連合会
推奨端末です

不審な電話をけん制し、あやしい会話をチェック

電話帳登録外からの相手には
自動でけん制メッセージ。
通話内容も自動録音します。

通話内容を解析して詐欺の疑いを検出。
相手に自動でけん制音声ガイダンスを送り、
通話内容を録音します。

詐欺サイトを判定

IDやパスワードを入力する
際に、偽サイトを判定し警告
します。

迷惑電話対策 還付金詐欺対策

フィッシング詐欺警告着信音と
画面で
通知

※あらかじめ設定が必要です。注意喚起を行うのみであり、あらゆる詐欺や迷惑電話を未然に防ぐことを保証する
ものではございません。注意喚起された場合は、周りの人や近くの警察にご相談をお勧めします。

お子さまの使いすぎを防ぐ

お子さまの使用時に、使えるアプリや時間帯
など、年齢に応じた利用範囲を設定できます。

ジュニアモード

※あらかじめ設定が必要です。

● 使用可能なアプリを選択
● 使用できない時間帯の設定
● 1日の使用可能時間の上限を設定

いつでも、どこでも、あんしんを
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かんたん、キャッシュレス
レジ前であわてない

事前にアプリを登録して、指紋センサーでロック解除と
同時にアプリを起動できます。たとえば、キャッシュレス
決済アプリを登録すれば、会計時の決済がスムーズです。

FASTフィンガーランチャー

お買い物は
指紋センサーに
触れるだけ

スマートにアプリ切り替え

ポイントアプリと決済アプリなど、同時に使いたいものをまとめて管理できます。

FASTウォレット

登録情報をかんたん入力

指紋センサーに触れるだけで、
ショッピングサイトなどのログイン
や個人情報入力ができます。

パーソナルノート

パーソナル
ノートを起動

個人情報の
呼び出し

Touch!

Touch!

arrows
ポイント

アプリを
選択

アプリ
切り替え

ポイントアプリで
決済アプリを選択

FASTウォレット
アプリを起動

決済アプリで
支払い

認証 起動＆

※事前にアプリの設定が必要です。

Touch!

arrowsポイント

arrows
ポイント

arrows

P

※画面はイメージです。
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思い出も日々の記録も美しく
自動補正でかんたんキレイ

アドビの技術で写真を自動補正。オリジナルの
写真も保存され後から調整も可能です。

Adobe Photoshop Expressモード

小さな世界を鮮やかに、夜景や逆光もおまかせ

自分撮りをもっと楽しく

画面ロック中でもインカメラを
素早く起動。指紋センサーを
長押しして撮影できます。

スマートセルフィー

カメラを向けるだけで撮影設定を
自動調整。暗くても明るくきれい
に撮影できます。

自動シーン認識

かんたん
キレイに

近くも遠くもキレイ

マクロと広角、2つのレンズを搭載。
背景をぼかした奥行き感も手軽に
表現できます。

※Photoshop Expressモードの選択が必要です。
※「Photoshop Expressモード」の自動補正処理はAdobe Photoshop 
Expressアプリと連動しております。 Google PlayでPhotoshop 
Expressアプリを常に最新のバージョンに更新することをお勧め
します。

デュアルカメラ

花や料理の接写も美しく。細かな
部分をクローズアップする、印象
的な撮影を楽しめます。

マクロ撮影

下へスライド 長押しして撮影

※実際にarrows Weで撮影しました。

※実際にarrows Weで撮影しました。

補正前 補正後

※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
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いつも清潔、いつもあんしん
毎日キレイをキープし、いつも清潔をサポート

泡タイプのハンドソープでまる
洗いできるから、毎日キレイに
お使いいただけます。

外出先でのアルコール除菌にも対応。 
健康を守る、新しい生活様式に
寄り添います。

不意の落下もあんしん

落としても画面が割れにくい
頑丈なつくりで、永く愛用いた
だけます。

まる洗いができる アルコール除菌ができる

画面が割れにくい

マスク越しの声が聞こえやすく

マスクでこもった相手の声を聞き取り
やすい声に補正します。

マスク通話モード

自分の声も音量アップ

小さな声で話しても、自分の声を相手に
しっかり伝えます。

はっきりマイク

新しい
生活様式に
ぴったり

※まる洗いとアルコール除菌についての注意事項はP14をご確認ください。

※耐衝撃性能についてはP14「MIL規格に
ついて」をご確認ください。
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〈堅牢性について〉
【MIL規格について】 米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）の23項目、落下、耐衝撃、防水（浸漬）、防塵（6時間風速有り）、防塵
（脆弱面90分）、塩水耐久、防湿、耐日射（連続）、耐日射（変化）、耐振動、防水（風雨）、雨滴、高温動作（60℃固定）、高温動作（32～
49℃変化）、高温保管（70℃固定）、高温保管（30～60℃変化）、低温動作（-20℃固定）、熱衝撃、低温保管（-30℃固定）、低圧動作、低
圧保管、氷結（-10℃氷結）、氷結（-10℃結露）に準拠した試験を実施。【独自落下試験について】 高さ1.5mから26方向でコンクリート
に落下させる試験をクリア（2021年8月現在。FCNT株式会社調べ）。無故障・無破損を保証するものではありません。
〈まる洗い、アルコール除菌について〉
以下の記載にかかわらず、まる洗い及びアルコール除菌には、塩素や塩素系添加物の含有量が0.05w/ⅴ%以下の液剤をご使用くだ
さい。つけ置きや本体の開口部（ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話口/マイク、受話口/スピーカー）及び間に液剤
が残ったまま放置することは故障の原因となりますので、行わないでください。開口部に液剤が浸入した場合は流水でしっかり洗い流
したうえで、乾いた清潔な布などで水分を十分拭き取り、自然乾燥させてください。ウイルスの完全除去を保証するものではありませ
ん。【まる洗いについて】 まる洗いする場合、電源を切ってから行ってください。国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープある
いは国内メーカー製の家庭用液体タイプの台所用洗剤を使って洗えます（FCNT株式会社試験方法による）。無故障を保証するもの
ではありません。ついた泡は水道水でしっかりすすいでください。濡れた状態では、充電しないでください。洗い方の詳細については
「FCNT株式会社のWebサイト」をご確認ください。【アルコール除菌について】 除菌・消毒する場合、誤動作防止のため画面を消灯
してから行ってください。界面活性剤（台所用洗剤）、界面活性剤（家具用洗剤）、次亜塩素酸水、アルコールを使用し、噴霧、拭き取り又
はその両方を合わせた製品の消毒、ウイルス除去が可能です。噴霧による場合、製品から5cm程度離して霧吹きで噴霧して拭き取っ
てください。拭き取りによる場合、アルコール除菌シート又はキッチンペーパーに液剤を浸み込ませたもので製品を拭き取ってくださ
い。噴霧・拭き取り後は水拭きをして液剤を取り除いてください。「厚生労働省・経済産業省［独立行政法人製品評価技術基盤機構
（NITE）］・消費者庁発表」の消毒方法をもとにFCNT独自試験を実施し、本製品に影響がでないことを検証しております。無故障を保
証するものではありません。除菌・消毒の詳細については「FCNT株式会社のWebサイト」をご確認ください。
〈防水/防塵について〉
防水／防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。［IPX5/8の防水性能］※IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを
使用し、約3mの距離から12.5L/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、通信機器としての機能を有
することを意味します。IPX8とは、常温で水道水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30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。※ご使用の際はキャップ（SIM、SDスロット部カバー）が確実に閉じているかご確認くださ
い。※防水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）。［IP6Xの防塵性能］※
IP6Xとは、保護度合いをさし、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出したとき
に、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】  本機はメーカー独自の試験基準に基づき高湿度条件下（浴室など）でご利用いただけることを確認して
おりますが、以下の点に注意してご利用ください。●固形せっけんやシャンプー、入浴剤の入った水など水道水以外のものをかけた
り、水道水以外のものに浸けたりしないでください。それらが付着してしまった場合、直ちに常温の水道水で洗い流してください。●湯
船（温水）に浸けたり、落下させたりしないでください。誤って落下させてしまった場合は、直ちに取り出してください。●湿気の多い場
所に長時間放置しないでください。ご使用後は、浴室から取り出しておいてください。●温水のシャワーを直接かけないでください。●
サウナでは本機を利用しないでください。●寒い屋外から暖かい浴室などに急に本機を持ち込まず、一度室内に置いて本体が温まっ
てから持ち込んでください。●浴室内では充電を行わないでください。【ご使用にあたってのご注意】 ●SIM・SDスロット部分キャップ
はしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛１本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、浸水の原因となります。●ス
ロット部キャップのゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでくださ
い。また、ゴミが付着しないようにしてください。●USB端子、イヤホンジャックがキャップレス防水に対応しています。●スロットキャッ
プが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を
切り、お近くのソフトバンクショップもしくはお問い合わせ先までご連絡ください。●スロットキャップのゴムパッキンが傷ついたり、変
形したりした場合は、お近くのソフトバンクショップもしくはお問い合わせ先までご連絡ください。●送話口、受話口、スピーカーなどを
尖ったものでつつかないでください。●落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
●付属品、オプション品は防水／防塵性能を有していません。本体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火災・故障の原因となります。●規定水流（例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水
流）を直接当てないでください。端末はIPX5の防水性能を有していますが、不具合の原因となります。●万が一、塩水や海水、清涼飲
料水がかかったり、泥や土などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や
故障の原因となります。●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。●水中を移動し
たり、水面に叩きつけたりしないでください。●端末は水に浮きません。●水滴が付着したまま放置しないでください。電源端子が
ショートしたり、寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。●送話口、受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話
不良となるおそれがあります。●充電可能な温度範囲：5～35℃。使用環境：温度5～35℃、湿度45～85%。風呂場では、温度は5～
45℃（但し、36℃以上は一時的な使用に限ります）。湿度は45～99%、なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありませ
ん。●本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用にあたって、すべての状況での動作および無破損・無故障を保
証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。
※本端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、5Gサービスエリ
ア、およびLTEサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご
使用になれない場合があります。なお、電波が強く電波状態アイコンが◩を表示している状態で、移動せずに使用している場合でも通
話が切れることがありますので、ご了承ください。※ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。※掲載の商品について
は、店舗によって取り扱っていない場合がございますのでご了承ください。
◎Wi-Fi®、Wi-FiロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。◎Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Incの登録商標です。◎SoftBankおよ
びソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。◎
「PayPay」および「PayPay」ロゴは、PayPay株式会社の登録商標です。◎「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの商標または
登録商標です。◎Google、Android、Google Play、Google Chrome、およびその他のマークは Google LLC の商標です。◎SD、 
microSD、microSDHCおよびmicroSDXCはSD-3C、LLCの商標です。◎「FeliCa」はソニーグループ株式会社の登録商標です。◎
Adobe、Adobe Photoshop Express、および Adobe Photoshop Expressロゴは、Adobe（アドビ社）の米国ならびに他の国に
おける商標または登録商標です。◎その他、本誌に記載されている会社名・商品名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。◎記載
内容は2021年11月現在のものです。

スマートフォンのカメラアプリを起動しQRコードにかざすと、
詳細またはアプリのダウンロードページに遷移します。

PayPayでお支払いをかんたん・便利に
お財布を持ち歩かなくてもスマホひとつで
かんたん・スマートにお支払いができるアプリです。
登録は無料、ご利用の登録は簡単な操作で最短1分で完了！
お支払い・チャージ方法も複数から選べます。

日本最大級のオンラインショッピングモール
有名ブランドの商品や人気の家電、食料品、ギフト、
日用品まで、幅広い商品がそろっています。
あなたの「ほしい！」をぜひ見つけてください。

ニュースに検索、雨雲レーダーも。
ニュース、スポーツ、検索、天気やクーポン、防災通知も
これひとつで。
地震や大雨などの災害時、必要な情報を
プッシュ通知でいち早くお届けします。

次世代の野球視聴アプリ
新時代の観戦スタイルで、臨場感あふれる野球視聴が
楽しめる動画配信サービスです。
パ・リーグ主催試合ほか、高校野球を配信します。
※本サービスはYahoo!プレミアム会員特典(通常税込み508円/月)となります。

詳細ページは
こちら
▼

詳細ページは
こちら
▼

アプリのご利用は
こちら
▼

アプリのご利用は
こちら
▼

高速大容量5G（新周波数）は限定エリアで提供。詳しくはエリアマ ップへ
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