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毎日 を特別にする
スマートフォン
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ファントム グレー
Phantom Gray
ファントム グレーファントム グレーファントム グレー

ファントム バイオレット
Phantom Violet 
ファントム バイオレットファントム バイオレットファントム バイオレット

ファントム ホワイト
Phantom White 

※画像はイメージです 2



より美しく、手になじむ。
カメラをメタルで包み込んだ
先進的なデザイン

Design

マットな手触り、
指紋もつきにくい
Haze（ヘイズ）加工
全てのカラーと調和する加工 。
背面のマットさと、カメラ部分の
光沢という 対照的な素材が
生み出す 独特な質感。 

Galaxy史上最も強化された 
ディスプレイガラス 
ディスプレイにはGorilla Glass Victusを採用し
強度25%向上
 耐擦傷性は最大2倍に向上 を実現 
※Galaxy S20シリーズ対比
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※画像はイメージです

背面カメラ部分の素材をメタルにし、

側面のメタルフレームと一体感を強めました。

常に時代の最先端をいく、Galaxyらしさを感じる

唯一無二のデザインをご堪能ください。
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Camera

超広角カメラ
約1,200万画素

広角カメラ
約1,200万画素
（Dual Pixel）

望遠カメラ
約6,400万画素
（光学３倍）

8K動画から鮮明な写真を切り取り
日常の何気ない瞬間をこだわりの1枚に 

約1,000万画素
（Dual Pixel）

サブカメラ

メインカメラ
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ハイクオリティ動画撮影
8K24fpsで撮影すれば、手軽に映
画のような動画撮影が可能です。
YouTubeへのアップロードや視
聴も簡単です。

撮影した動画から
約3,300万画素相当の
高解像度写真を抜き出せる
8Kビデオスナップを使用すれば、
すべての8Kビデオから高品質な
写真を保存できます。
もう大切な瞬間を逃す心配はあり
ません。

8K
4K UHD

FHD
HD

Galaxy S21 5Gでは、シネマレベルの8K動画撮影をお楽しみいただけます。
8K動画は約3,300万画素相当の高画質で写真としても保存可能。
シャッターチャンスにも画質にもこだわりたい方に。 

『特別』を映し出す8K動画撮影 ※メインカメラのみ

８Ｋ動画から高画質で切り取る、こだわりの一枚

※画像はイメージです 6



約6,400万画素カメラ
で撮影

ギャラリーを開く 画像を拡大 左上部アイコンタップで
簡単トリミング

シンプルで高品質な
クイックトリミング
もとの写真の細部を失うことなく
高解像度な写真の保存もできる

※クイックトリミングは約6,400万画素カ
　メラ以外でも対応しています。
※約6,400万画素はメインカメラのみ

より滑らかな
スーパー手振れ補正 ※メインカメラのみ

※FHD 30fps,60fps対応

スーパー手振れ補正
スーパー手振れ補正は超広角カメラとAIによるブレ低減により、
動きながらの撮影に最適です。今回新たに60fps動画撮影に対応
し、スポーツ撮影やアクション撮影もブレが少なくスムーズです。

拡大しても鮮明なキャプチャ保存できる約6,400万画素撮影

驚くほど鮮明な約6,400万画素カメラで、より詳細なキャプチャ（静止画）も保存できる。
ふとした瞬間の思いもよらない画像や、撮影した写真からお好みのところだけを拡大し、
切り取りすることでさらに楽しい思い出を残せます。

※画像はイメージです

拡大しても高精細なまま！ 

美しさは細部に宿る
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進化したシングルテイクで最高の瞬間を

被写体がさらに際立つポートレート

シンプルで高品質な
クイックトリミング

1度の動画撮影で、AIが複数の
写真や動画を自動生成し、後から
気に入ったものを選ぶことが可能。
ハイライトビデオ、ダイナミックス
ローモーション、コラージュなど、
さまざまな種類のコンテンツを
一度に作り出します。思いもよら
ない発見に出会える機能です。

ぼかし ハイキーモノクロ ローキーモノクロ

カラーポイント ペットにも適用

まるでプロが撮影したかのような、
被写体が際立った撮影で、あなた
の一枚をより一層引き立たせます。

背景のぼかしや、モノクロ効果も自由自在。顔・自然
光の角度や方向をAIが分析し、スタジオ撮影のような
仕上がりに。人物だけでなくペットなども撮影可能。

●撮影時間は最大15秒
●撮影後のピックアップショットは2～14種類

被写体にカメラを向け、動画を撮影
するだけであなたの大切な瞬間を自動
で切り取ってくれます。

※画像はイメージです 88



新感覚マルチレコーディング ディレクターズビュー 
マルチカメラで撮りたいアングルを簡単に見つけられる 

進化したスペースズーム ※メインカメラのみ

よりはっきり、手ブレなく楽しむ最大30倍の高倍率ズーム  

AIがズーム時の画質劣化を軽減してくれます。
AI 超解像技術

誕生日パーティなど団体映像撮影や旅行地で
の動画撮影時、 背景の動画と一緒に本人の動
画を同時に撮影が可能に 

マルチカメラが起動し各カメラの アングルをサムネイルで表示  

サブカメラとメインカメラを同時に起動させる、
デュアルレコーディング。撮影者の表情を記録
しながら、メイン動画の撮影が可能。動画配信
やSNS投稿でも活躍しそうな機能です。

デュアルレコーディング

各メインカメラが映し出すサムネイルがリアルタイムで表示されます。異なる
アングルをみながら動画撮影ができ、最適なカメラに切り替えることが出来ます。

ディレクターズビュー

Zoom Lock（20倍～）
20倍以上にズームインした際に、2～3秒間
大きな動きが無いことをスマホが感知する
とズームロックが起動、安定した撮影が可能
になります。

● 望遠レンズにOISを採用
●  ズーム時、オブジェクトを認識し、
 フォーカスをロックすることで手ブレ改善

＊オート：手に持った状態で2～3秒停止
　マニュアル：画面をタッチ

誕生日パーティなど団体映像撮影や旅行地で
の動画撮影時、 背景の動画と一緒に本人の動
画を同時に撮影が可能に 

マルチカメラが起動し各カメラの アングルをサムネイルで表示  

サブカメラとメインカメラを同時に起動させる、
デュアルレコーディング。撮影者の表情を記録
しながら、メイン動画の撮影が可能。動画配信
やSNS投稿でも活躍しそうな機能です。

デュアルレコーディング

※画像はイメージです9



より進化したナイトモード
暗い場所での撮影も鮮明に映し出す  

ナイトモードOFF 

ナイトモード 
暗いところでもはっきり映し出せます。

● AIが複数枚の写真を自動で撮影し、1枚の明るい写真を生成。
● 自動（デフォルト）／最大（品質がさらにUP）から撮影時間を
　 選択可能。

ナイトモードON 

1枚の明るい
写真に 

複数枚の写真を 
自動撮影 

プロレベルの動画撮影 ※メインカメラのみ

こだわりの設定を選択して映画のような作品撮影

● BT Mix対応
Bluetoothマイク（Budsシリーズ）と端末マイクで同時録音

● オーディオフォーカス対応 

● 8Kビデオ対応　● 24fpsで撮影可能*
 ● 複数の縦横比を選択可能 　● ズームスピード調節可能 

既存の広角カメラに加え、
超広角カメラもプロ動画に対応 

＊ 8K/4K/FHD撮影時

4K動画でも60fps対応
超広角、広角、サブカメラで4K60fpsの動画撮影に対応。
より滑らかな動画撮影が可能になりました。

ダイナミックフレームレート
Full HD Auto動画を使用すると、大切な一瞬を逃さず精細に撮影することができます。
自動的に毎秒あたりのフレーム数を調整するため、明るい場所でも暗い場所でも非常に
スムーズな動画を録画できます。

※画像はイメージです 10



Galaxy S21 5Gのカメラ機能を使えば こんな写真もかんたんに撮れる
約6,400万画素高精細カメラ ※メインカメラのみ

壮大な景色も簡単に、超広角カメラ ※メインカメラのみ

1番大切なシーンやポイントは是非、高精細な写真で保存しよう。

広大な大地も旅の思い出としてひとり占めできる。

1111



Galaxy S21 5Gのカメラ機能を使えば こんな写真もかんたんに撮れる
最大30倍のスペースズーム ※メインカメラのみ

ポートレート機能で、より一層映える

細かいところもしっかりと捉えてくれるカメラ。

被写体のまわりを見事にアレンジ、SNSにあげたくなるような素敵な写真もかんたんに。

景色を撮影するつもりのシーンで

スペースズームであれば思わぬポイントも捉えることができる

※画像はイメージです

※撮影条件により画質は異なります。
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Performance
最新ＣＰＵと鮮やかで滑らかなディスプレイで、
ＳＮＳも映画も思う存分楽しめる。
それは、まるでライブ会場にいるかのようなダイナミックな映像美

Dynamic AMOLED （有機ＥＬディスプレイ）

鮮やかなディスプレイ、輝度も1,300nitに
 視認性が向上し、野外でもさらに見やすく

最大輝度  1 ,300nit コントラスト比  2,000,000：1

＊ Galaxy S21 5GのDynamic AMOLEDディスプレイは、ドイツの認証機関であるVDEより
 DCI-P3基準において100％ Mobile Color Volume認定を受けています。
 これは、画像が色あせず、明度レベルの違いに関係なく鮮やかな発色をするということに
 対しての認定です。

驚くほど明るく、鮮やか、そして滑らか。ディスプレイは鮮やかな色と透明度で、これまでにない
視聴体験を提供します。また、明るい日光の下でもリアルな色彩の再現が可能です。
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６０Hz １２０Hz

１２０Hzダイナミックリフレッシュレート
48Hz-120Hzの可変リフレッシュレートを提供 
SNSも映画視聴も、ベストな滑らかさで楽しめる
可変リフレッシュレート採用で、コンテンツに応じて画面の切替スピードを
調整してくれるので、動きの多いコンテンツでは滑らかな映像を楽しめな
がらも、省電力性も兼ね備えています。

※画像はイメージです 14



Galaxy史上最速のＣＰＵ
進化し続ける速さをあなたの手に。 Galaxy史上最速チップセットが毎日の操作をより快適に 。

Galaxy S21 5Gは、強固なセキュリティ対策を実現します。また、大型化
された超音波指紋センサーにより、認識はよりスピーディに。認証率も改
善され、素早く正確にロック解除できます。

環境に合わせてディスプレイのブルーライトカットを自動調整。有害なブ
ルーライトをカットすることにより、目の疲れや倦怠感を大幅に軽減。お気
に入りの番組、映画を快適に視聴できます。

目にも優しく使える 

● 時間帯別にブルーライトカットを自動調節  
● スクリーン使用パターンデータを分析し、色温度の最適化 

デバイスへの
アクセスがさらに速く 

●  指紋認識部分１.７倍拡大
● 指紋認証速度３０%↑ 
※Galaxy S20シリーズ対比

*世界トップレベルの認定組織であるSGSにより、Galaxy S21 5Gの
ディスプレイが持つブルーライトの有害な影響を大幅に低減する能力
に対し、Eye Care認証を受けています。
この認証は、www.sgs.comで確認できます。

※画像はイメージです15



Accessories

Violet

Black

Smart Clear View Cover （別売）

Galaxy S21 5G本体 同梱品

カバーを閉じたまま通話をしたり、音楽再生などの操作ができます。
● 縦画面のUXで、カバーを閉じたままでも通知確認、着信通話、音楽再生などの操作が可能
● カバーの開閉に連動した画面のON/OFF切り替え
● 軽くスリムな設計で、カバー外側に抗菌コーティング*

＊ 抗菌作用のあるジンクピリチオン（Zinc Pyrithione）は、ウイルス、細菌、その他の病原菌を完全に予防するものではありません。
 抗菌効果は、使用条件・環境により異なります。カバーの外側にのみ、抗菌コーティングを施しています。

● 保護フィルム（試供品）貼付済み　● SIM取り出し用ピン（試供品）　● USBケーブル（CtoC）（試供品）　● 取扱説明書

16



Galaxyなら、大切なデータを簡単&スピーディに転送

３ステップの簡単操作

＊Smart Switchがサポートする機種の詳細は、Galaxy公式ホームページをご確認ください。

移行完了を待つだけ！
Step3

Galaxy公式HP
解説動画あります！

旧スマートフォンに
アプリをインストール。

Step1 Step2

移行したいコンテンツを
選択、転送開始。

※受付状況は日々変更される可能性がございますので、ご了承ください。

※受付時間外やシステムメンテナンス
の場合、Galaxy公式ホームページに
遷移します。

他OSや古い端末からのデータ移行など、無料オンラインチャットでご相談いただけます。
QRコードからGalaxy公式ホームページのLive Expertページに接続してください。

Galaxy サポート関連
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Galaxyが生み出す、最先端の世界を体験しよう

Galaxy Harajuku

Customer Service

地下1階では、製品の購入・修理やご利用方法をご案内します。
お困りごとなど、お気軽にご相談ください。

あなたのGalaxyをいつでもサポート

Galaxyブランドを体感できる世界最大級のショーケース。
最先端フラッグシップモデルの体験や歴代Galaxy製品の展示など、
Galaxyの歴史を体感できるゾーン、さらには自分だけのオリジナルケース等を作成出来るMy Galaxy、
Galaxy製品を通した最新の体験コンテンツや豊富なイベントをお楽しみいただけます。

サポートもおトクも便利も充実

＊端末にプリインストールされているGalaxy Membersのアプリからすぐにご利用いただけます。
＊Galaxyアカウントの登録が必要です。

Members限定コンテンツ

専門スタッフによるQ&A相談

Galaxy最新ニュースや便利な使い方、特別ご招待のご案内など、
さまざまなコンテンツを公開。

“Galaxyの調子がちょっと…”そんな時は専門スタッフに直接ご連絡を。
あらかじめ用意されたFAQからトラブルを解決することもできます。 5のつく日は

Galaxy Members
アプリをタップ!

アップデート セットアップ修理
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一般電話から（通話料無料）

au携帯電話から（通話料無料） 局番なし  1 5 7

0077-7-111au携帯電話に
関するお問い合わせ
（受付9：00～20：00）

Galaxy公式HP　http://www.galaxymobile.jp

AMA0140　2104 Galaxy S21 5G メーカーカタログ

このカタログは2021年3月現在のものです。

製造元　Samsung Electronics Co., Ltd.　

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およ
びサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際
の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。

【防水・防塵について】 ※キャップ類（SIMトレー）は確実に取り付けてください。海水・プール・温水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。本
体内に水分が残っている状態で充電はできません。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、
あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことを意味します。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに
本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことを意味します。※IP6Xとは、防塵試験用粉塵（直径75μm
以下）が内部に入らないように保護されていることを意味します。
＊SCG09の防水性能は、常温（5℃～35℃）の真水・水道水にのみ対応しています。＊すべての状況での動作を保証するものではありません。お客さまの取り扱いの不
備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。

主な対応サービス ※各サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

au VoLTE Wi-Fiテザリング（最大接続数10台） おサイフケータイ®

緊急速報メール au世界サービス

ご利用に際して

●GALAXY、Galaxy、Dynamic AMOLED、エッジスクリーンは、Samsung Electronics Co.,Ltd.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。●Bluetoothワードマークは、Bluetooth SIG,Inc.が所有
する登録商標です。●「Android」は、Google LLCの商標または登録商標です。●「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。●「microSD™」および「microSDHC™」、「microSDXC™」はSDアソシエーション
の商標です。●その他記載されている会社名、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。

＊1 日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。＊2 5Gは一部エリアでの提供
です。詳しくはauホームページでご確認ください。＊3 ご利用は一部エリアとなります。※記載の内容は端末の仕様です。※通信速度は技術規格上の最大値で
あり、実使用速度を示すものではありません。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回
線の状況などにより通信速度が大幅に低下したり、通信自体がご利用いただけなくなる場合があります。通信速度は機器の能力に依存します。通信速度は記載
時点の最大通信速度であり、今後、速度低下も含め、変更になる可能性があります。※テザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。※本機種
は国内において3G通信はご利用いただけません。※詳しくはauホームページをご覧ください。

名称（型番） Galaxy S21 5G（SCG09）
カラー ファントム グレー／ファントム バイオレット／ファントム ホワイト

サイズ
高さ 約152mm
幅 約71mm
厚さ 約7.9mm（最厚部9.0mm）

重量 約171g
バッテリー容量 4,000mAh
充電時間 約120分［TypeC共通ACアダプタ01］／約95分［TypeC共通ACアダプタ02］
連続通話時間＊1 約1,750分
連続待受時間＊1 約430時間
au ICカード種類 au Nano IC Card 04
OS Android™ 11
CPU Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G Mobile Platform 2.8GHz×1+2.4GHz×3+1.8GHz×4 

メモリ
内蔵（RAM／ROM） RAM8GB／ROM256GB
外部microSDXCTM ̶

対応通信規格 5G＊2（sub6）／4G LTE／WiMAX 2+
最大通信速度 受信最大3.4Gbps＊3／送信最大183Mbps＊3

ディスプレイ 約6.2インチ／FHD+／有機EL（Dynamic AMOLED）

カメラ
メイン 広角 約1,200万画素／超広角 約1,200万画素／望遠 約6,400万画素（光学3倍）
サブ 約1,000万画素

撮影サイズ
静止画 最大9,248×6,936ドット
動画 8K　最大7,680×4,320ドット

外部接続
Wi-Fi（対応通信規格） IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth®（規格） ver.5.0

防水／防塵 防水（IPX5/IPX8）、防塵（IP6X）
外部デバイス／その他 USB Type-C® 端子
付属品 保護フィルム（試供品）貼付済み／SIM取り出し用ピン（試供品）／USBケーブル（CtoC）（試供品）／取扱説明書

主な仕様　Galaxy S21 5G（ギャラクシー エストゥエンティワン ファイブジー）


