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AMU0121　1810 Galaxy Note9 SCV40 メーカーカタログ

このカタログは 2018 年 9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。
＊SCV40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。浴室での使用については13ページの注意書きをご参照ください。

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。

キャリアアグリゲーション 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、Super 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 Inc.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。●Qi（チー）は、Wireless Power Consortiumの登録商標です。。●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

SCV40
主な仕様　Galaxy Note9（ギャラクシー ノートナイン）

＊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 「4G LTE」 「WiMAX 2+」はスマートフォ
ンの画面表示がいずれも 「4G」となります。また、回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないとKDDIが判断したネットワークに接続します。＊3 最大通信速度は通信規
格やエリア等により異なります。最新のエリア情報はauホームページでご確認ください。＊4 東名阪の一部エリアで提供。＊5 一部エリアで提供。※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。記載の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。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回
線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。また、通信速度は機器能力に依存します。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。

名称（型番） Galaxy Note9（SCV40）
カラー ラベンダー パープル／オーシャン ブルー／ミッドナイト ブラック

サイズ
高さ 約162mm
横幅 約76mm
厚み 約8.8mm（最厚部 9.3mm）

重量 約201g
バッテリー容量 4000mAh
充電時間 約150分［Type-C共通ACアダプタ01（別売）使用時］／約120 分［Type-C共通ACアダプタ02（別売）使用時］
連続通話時間＊1 約2750分
連続待受時間＊1 約440時間（LTE/WiMAX2+エリア）
au  ICカード種類 au Nano IC Card 04
OS Android™8.1
CPU オクタコア（2.8GHｚ/4+1.7GHｚ/4）

メモリ
内蔵（RAM ／ROM） RAM6GB／ROM128GB
外部microSDXCTM 最大512GB

対応通信規格＊2 4GLTE/WiMAX2+
最大通信速度＊3 受信時最大958Mbps＊4 ／送信時最大75Mbps＊5

ディスプレイ 約6.4インチ／有機EL Super AMOLED ／Quad HD+

カメラ
メイン 約1,220万画素　広角（スーパースピードデュアルピクセル）（F値1.5、F値2.4自動切替）

約1,220万画素　望遠（光学2倍ズーム）（F値2.4）
サブ 約800万画素（F値1.7）

撮影サイズ
静止画 最大4,032×3,024ドット
動画 4K 最大3,840×2,160ドット

外部接続
Wi-Fi（対応通信規格） IEEE802.11 a/b/g/n/ac 
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™/ヘッドセット接続端子

付属品 SC TVアンテナケーブル04、Sペン（ペン先交換キット含む）、AKGチューニング マイク付き高音質イヤホン（試供品）
SIM取り出し用ピン（試供品）、Micro USBケーブル（試供品）、OTG対応USB変換アダプタ（試供品）、クリアケース（試供品）

その他 ワイヤレス充電 Qi対応



※画像はイメージです。

ミッドナイト ブラック
Midnight Black

ラベンダー パープル
Lavender Purple

オーシャン ブルー
Ocean Blue

※画像はイメージです。 21



Sペン

撮る、書く、描くを新しく
ペン一つで変わるスマホの使い方

音楽の再生や停止などの操作が自在に。アプリや機能
を指定するとペンで長押しするだけで立ち上げ可能。
※カバーは別売りです。
※一部対応していないアプリがございます。

見たい＆聴きたいをペンでセレクト 
メディアコントローラー

プレゼンテーションのスライド操作もSペンリモコ
ンで行うことができます。
※投影には市販のType-C対応HDMIケーブルが必要です。

Galaxy Note9ならパソコンいらず
プレゼン操作

Sペンリモコンの機能一覧
※ 機能を制限することや設定を変更することもできます。

お好みのアプリが
起動するように
設定できます。

※長押しは初期設定で
カメラが起動します。

カメラを切り替え写真を撮影

前のアイテム次のアイテムギャラリー
「動画を撮影」に変更も可能

-録音／一時停止ボイスレコーダー
スキップ再生／一時停止メディア

前のスライド次のスライドPowerPoint

カメラ

進む戻るChrome

1回押し 2回押し 長押し

自撮りでも大人数でもSペンリモ
コンで遠隔撮影。シャッターチャ
ンスを思いのままにコントロール。

リモート撮影

ペンをプッシュで
ハイチーズ！

ペン1つで撮影
ペンのボタンを
長押し

カメラが
起動

ペンのボタンを
クリックで撮影

S Pen

3 4※画像はイメージです。



※画像はイメージです。

PENUPを使えば撮った写真をなぞるだけ
で、ステキな絵が完成。誰でも本物そっく
りの絵が描けます。
※PENUPはぬり絵や写し絵機能といった絵を描
くのに適したアプリです。

6種類のペンスタイルとAR絵文字
や写真などの好みの背景を使って動
くオリジナルスタンプを作成。GIF、
MP4で保存でき、幅広いSNSで使用
できる。

写し絵機能

ほかのアプリを使用中でも、Sペンのボタン
を押しながら画面をトントンとタップすれば
Galaxy Notesが起動。電話中でもすぐに
ポイントをメモできます。

トントンでメモ・画面オフメモ

ライブメッセージ

だれもがすぐに
アーティスト

その情報をすぐに手書きメモ

スタイリッシュに
気持ちを伝えよう

書いたメモは自動で保存され、検索が可
能。手書きで記入した電話番号や計算は電
話や電卓アプリに連携。

Galaxy Notes 

検索も連絡もできる
魔法のメモ

画面オフメモ
オフの状態からSペンを抜けばすぐに画面オ
フメモが起動。ToDoや旅先で情報をサッと
メモするのにも便利。

5 6



パフォーマンス

ゲームも動画も思いっきり遊べる
最高クラスの性能とバッテリー

鮮やかな色彩、繊細な表現を可能にするコントラ
スト。フレームを極限までそぎ落とし、コンテン
ツの世界に没頭できる。

約6.4インチInfinity Display

大画面で美しい有機EL

ステレオスピーカーを搭載し、Galaxy Note8
比約 1.4倍の音量。世界的音響メーカー、AKGが
チューニングし、さらにダイナミックかつ高音質
な立体音響のDolby Atmos®対応。

オーディオ
大迫力のサウンド体験

4000mAhのバッテリーで、ゲームも動画も思
う存分。大容量でも急速充電対応で約 120分＊で
フル充電。
＊Type-C共通ACアダプタ02（別売）使用時。
※使用環境によってバッテリーの持続時間は異なります。

大容量バッテリー
安心の電池もち

ヒートパイプで熱を冷やし、カーボンシートで熱
を逃す、ウォーターカーボンクーリングシステム
搭載で冷却性能が約21％＊アップ。
＊Galaxy Note8比。（サムスン調べ）

長時間の使用でも快適操作が長続き
冷却システム

LOgo - WHITe LOgo - BLACK

Galaxy Note9ならではの充実スペック
高速C PU、1 0nmプロセッサー、RAM 6 GB、
ROM128GBで、どんな操作もストレスフリーに。

充実スペックで
いつでもサクサクと

©2 0 1 0 Epic Games, Inc. Epic Games、
Fortnite、およびそのロゴは、Epic Gamesの米
国およびその他の国における商標または登録商標です。

Performance

87 ※画像はイメージです。



カメラ

シャッターを押すだけでキレイな一枚を
シーンを選ばない高性能カメラ

カメラが光の量を自動で判断。暗
い場所はF値 1.5、明るい場所はF
値2.4モードに自動で切り替わり、
暗い場所も太陽の下も美しく。
※メインカメラ（広角）のみ。

昼も夜も
美しく写すカメラ

F値1.5F値2.4

デュアルアパチャー 

F値 1.5の明るいレンズを搭載
し、暗い場所でも明るく綺麗
に撮影できます。
※F値とはレンズを通って撮像素
子上に写る像の明るさのことです。
F値が小さい方が光を多く取り込め
るため明るい写真が撮影できます。
※メインカメラ（広角）のみ。

夜の景色も
鮮やかに
スーパーローライト

0.4秒の一瞬を、12秒で再生。スー
パースローモーション撮影で、隠
れた瞬間がドラマになります。
※メインカメラ（広角）のみ。
※0.2秒録画／6秒再生も使用可能。

スーパースローモーション 

その一瞬を
ドラマティックに

暗い場所、遠いところ、揺れのひ
どい環境などでも、光学手ブレ補
正と光学ズームで、くっきりとク
リアな画像に。
※メインカメラのみ。

光学手ブレ補正&
光学2倍ズーム

ブレのない鮮明な
写真を撮影

背景を自在にぼかして、被写
体を主役に。より印象的な写
真に仕上げることができます。
※メインカメラのみ。

主役がもっと主役に
ライブフォーカス

背景ぼかし弱 背景ぼかし強

Camera

109 ※画像はイメージです。



シーン判別機能オン シーン判別機能オフ

まばたき

ブレ レンズの汚れ

樹

植物

テキスト

街路

動物

革新的な
インテリジェント
カメラ

料理

夜景

花

日の入り

まばたきやブレ、レンズの汚
れ、逆光など、撮影ミスの要
因を自動で検知してお知らせ。

撮影ミスは
すぐ分かる

カメラを向けるだけで、花や食事など20種類にわたる
シーンを自動で認識。シーンに最適な撮影が可能に。
※20種類のシーンを認識：食べ物、人物、花、室内、動物、風
景、植物、木、空、山、浜辺、日の出・日の入り、水辺、街路、
夜景、滝、雪、鳥、逆光、テキスト

あらゆる場面を最適に写すシーン判別機能
プロの写真家クオリティ

撮り直しアラート

1211 ※画像はイメージです。



AKGチューニングマイク付き高音質イヤホンを同
梱しています。
Galaxy Note9はハイレゾ音源の再生に対応※。
さらに、一般的な音楽データや音楽ストリーミン
グサービス、動画音声などをハイレゾ相当の音源に
アップスケーリングをする機能を搭載しているの
で、奥行きのある滑らかなサウンドを楽しめます。
※ハイレゾ対応のイヤホン（同梱品など）が必要です。

AKGチューニングの
ハイレゾ対応イヤホンが付属

3つの生体認証を
シーンに合わせて使い分け
マスクをしているときは虹
彩認証と指紋認証、手袋を
しているときは虹彩認証と
顔認証などシーンに合わせ
て生体認証が使えます。

顔を向けたらすぐにロック解除

顔認証と虹彩認証を組み合わせた新しいテクノロ
ジー。環境に合わせて自動でロック解除方法を選択。
※指紋認証も使用可能。

Intelligent Scan

より便利に使いこなす 

カメラをかざすだけ
で自動的に翻訳を表
示します。

step 2

試験基準に基づき高湿度条件下（浴室など）で利用できることを確認しておりますが、 次の点に注意しご利用ください。※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。※サウナでは使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。Sペンも防水に対応。端末内に水が残っている状態では充電しないでください。

従来の防水（IPX5／ IPX8）防塵（IP6X）に加え、お
風呂での使用も実現。湯船に浸かりながらの動画視
聴や音楽も楽しめます。

防水・防塵

この端末は
使う場所を選ばない

Other

知らない言語にカメラをかざせば、瞬時に指定した言語に翻訳して画面上に表示します。
※翻訳元は56言語、翻訳先は 104言語。（2018年8月現在）
※Bixby VisionおよびLive TranslationはGalaxyアカウントが必要です。
※ネットワーク接続が必要です。　※スマートフォンの画面を見つめながらの歩行はお控えください。

Live Translation

知らない言語もカメラをかざして翻訳

ケーブルを挿すことなくスマホを置くだけで充電が
できます。
※QiやPMAの規格に対応。
※ワイヤレスチャージャー（別売）が必要です。

ワイヤレス充電対応

ケーブルを挿さずに充電

カメラアプリを開く
→  をタップ
→  をタップ

step 1
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Accessory 

スタンド機能で動画を楽しんだり、カバーを閉じたままで
通話ができる便利なカバー。

Violet 
Blue
Black

CLEAR VIEW STANDING COVER （別売）

有線接続でさらにスピーディに
Galaxy Note9には、有線でのデータ転送
用「OTG対応USB変換アダプタ」と「Micro 
USBケーブル」が同梱されています。
※旧スマートフォンがType-Cの場合は、無線接続
を使用、もしくはType-Cケーブルをご利用下さい。

動画視聴に最適な角度

カバーを閉じたまま
通話ができます。

自撮り（セルフィー）に最適な角度

動画を見たり、自撮りをしたり3つの角
度から、シチュエーションにあった視野
角を選べます。Sペンと併せて使えば、
撮影もメディアコントロールも簡単。

マルチビューアングル

約60° 約65° 約75°

1615

Galaxyなら、大切なデータを簡単&スピーディに転送。

Galaxy公式HP

解説動画あります！

※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。
※すべてのデータの移行を保証するものではございません。
※2017年以降に発売されたGalaxyスマートフォンはアプリインストールが
不要です。iPhoneからデータを移行する場合、iPhoneにはアプリイン
ストール不要です。

旧スマートフォンにアプリをインストール。step 1

移行完了を待つだけ！step 3

移行したいコンテンツを選択、転送開始。step 2

3ステップの簡単操作

※画像はイメージです。



Galaxyユーザーのためのアプリ

Galaxy Members

充実のサポートサービスはもちろん、
Galaxyを使いこなすためのコンテ
ンツのほか、ユーザー限定の特典やイ
ベントのご案内も！
仲間が集うコミュニティまで備えた、
Galaxyユーザーのための公式アプ
リです。

スマホトラブルは専門スタッフが直接サポート
”Galaxyの調子がちょっと…”そんな時はGalaxyカスタマーサポートセンターに直接ご連絡を。
また、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。

※イベントや特典等は、時期によって異なります。

ユーザーだけが手にできる、特典やイベントの数々

毎月楽しい
お得な特典など

長期ご愛用の方へ
感謝のギフトなど

特別イベント開催の
ご案内など

Galaxy Membersに
ついて詳しくはこちら

最新ニュース＆ヒント
Galaxy最新ニュースや便利な使い方、
トラブルシューティングから最新トレンドまで、さまざまなコンテンツを公開。

Galaxyを深く知るための
ヒントが盛りだくさん

最新のニュースを
チェックサポートの中にある

FAQを選択
カテゴリの中から
知りたい項目を選択

該当する
知りたい情報を選択

対応機種から
使用方法まで詳しく紹介

※一部の機能はGalaxyアカウントが必要な場合があります。

1817 ※画像はイメージです。


