
主な仕様　AQUOS sense2 （アクオス センスツー）
カラー
サイズ（幅×高さ×厚さ）
重量
バッテリー容量
充電時間
連続通話時間＊1

連続待受時間＊1

au ICカード種類
OS
CPU

アイスグリーン／シルキーホワイト／ピンクゴールド／ニュアンスブラック
約71×148×8.4mm（最厚部約9.4mm）

約155g
2,700mAh

約160分（Type-C共通ACアダプタ01［別売］使用時）／約150分（Type-C共通ACアダプタ02［別売］使用時）
約1,910分（VoLTE）

約650時間（4G LTE／WiMAX 2＋）
au Nano IC Card 04

Android™ 8.1
Qualcomm® Snapdragon™ SDM450／1.8GHzオクタコア

約32GB／約3GB
microSD／SDHC／SDXC（最大512GB）

内蔵（ROM／RAM）
外部

このカタログは2018年9月現在のものです。

◎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。◎ディスプレイ画面の表示はすべてイメージです。

AMS0168  1810 AQUOS sense2 SHV43 メーカーカタログ

au

au

microSD、microSDHC、microSDXCロゴは、
SD-3C, LLCの商標です。

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
主な対応サービス

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。

4G ＬTE／WiMAX 2＋
受信最大150Mbps＊4／送信最大25Mbps

約5.5インチ IGZO（フルHD＋）
約1,200万画素CMOS
約800万画素CMOS

最大4,000×3,000ドット
最大1,920×1,080ドット（Full HD）

IEEE 802.11a/b/g/n/ac  
Ver.4.2

USB Type-C ™端子／3.5φ（4極）イヤホンマイク端子
防水（IPX5/IPX8）／防塵（IP6X）

対応通信規格＊2

最大通信速度＊3

ディスプレイ

外部接続

防水／防塵
外部デバイス・その他

Wi-Fi®

Bluetooth

メイン
サブ（イン）
静止画
動画

カメラ

撮影サイズ

＊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のホームページでご確認ください。 ＊4 一部エリアを除きます。
※ 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。

受付時間（9:00-20：00）

※ サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

メモリ

〒59 0 - 8 5 2 2  大阪府堺市堺区匠町1番地

 防水・防塵性能に関する注意事項 ～正しく安全にお使いいただくために～
［防水・防塵について］★ ICカード／microSDメモリカードトレイをしっかりと閉じてください。海水・プール・温泉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。●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です。●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です。●IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電
話機を8時間入れてかくはんさせた後、電話機の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。●本機の防水機能は、常温（5℃～35℃）の真水・水道水
にのみ対応しています。以下の例に挙げたような液体をかけたり、浸けたりしないでください（例：温水／石けん・洗剤・入浴剤などの入った水／海水／プールの水
／温泉／熱湯など）。また、砂や泥なども付着させないでください。●周囲温度5℃～35℃、湿度35％～85％の範囲で使用してください。●本機は、ICカード／
microSDメモリカードトレイをしっかりと閉じた状態で防水性能を保ちます。●付属品、オプション品は防水性能を有していません。水に濡れるような場所では使用
しないでください。●本機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異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因と
なります。●送話口、スピーカー、イヤホンマイク端子、外部接続端子などに水滴を残さないでください。●ご使用の際は、ICカード／microSDメモリカードトレイが
確実に閉じているかご確認ください。●防水・防塵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）。

お風呂場でお使いいただく際の注意事項

注意 au 携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●湯船や温泉、石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。●風呂場では、浴室温度40℃以下、湿度99%以下で連続使用2時間以内の範囲でご使
用ください。●その後必ず水抜き・自然乾燥を行ってください。なお、全ての機能の連続動作を保証するものではありません。●急激な温度変化は、結露の原因と
なりますので本体が常温になってから風呂場に持ち込んでください。●高温のお湯をかけたり、温まった本製品に冷たい水をかけないでください。●風呂場で、
イヤホンや外部接続機器を接続して使用しないでください。●風呂場では絶対に充電を行わないでください。

お客さまの都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

Bluetooth®は、米国Bluetooth
SIG, lnc.の登録商標です。

●「AQUOS／アクオス」および「AQUOS」ロゴ、「AQUOS sense2」ロゴ、「IGZO」ロゴ、「COCORO EMOPA」および「COCORO EMOPA」ロゴ、「COCORO MEMBERS」「エモパー／emopa」「リラック
スオート」「クリップナウ／Clip Now」「バーチャルHDR」「リッチカラーテクノロジーモバイル／Rich color technology Mobile」「はっきりビュー」「AQUOSかんたんホーム」「AQUOS 
beauty」「AQUOS Frosted Cover」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。●Google、Android、Google Play およびその他のマークは、Google LLC の商標です。
●Qualcomm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®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それ
ぞれの所有者に帰属します。●本製品の音声合成ソフトウェアにはHOYAサービス株式会社のVoiceTextを使用しています。VoiceTextは、Voiceware社の登録商標です。●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. 2008-2018 All Rights Reserved. iWnn IME Ⓒ OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2018 All Rights Reserved.●FeliCaはソニ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。●本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発
したモジュールが含まれています。●「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合（ITU）がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。●画面はハメコミ合成でバックライト点灯時のイメージです。LEDの発光はイメージです。●その他掲載の商品および
機能などの名称はそれぞれ各社が登録商標または商標として使用している場合があります。●仕様およびデザインは性能・機能向上のため、変更される場合があります。●USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。

SHV43

わ た し に 、 ち ょ う ど い い 。



1 2※ 画像はイメージです。

高精細IGZOで色鮮やか。縦長画面で見やすく持ちやすい

安心の防水＊1・おサイフケータイ®対応。ふだん使いに十分の基本性能

撮影モードを自動でセレクト＊2。かんたん・きれいに撮れるカメラ

IGZOの美しさと、使いやすさ。
長く使えるスタンダードモデル

＊1 IPX5/IPX8の防水性能。ICカード／microSDメモリカードトレイをしっかりと閉じてください。　＊2 メインカメラのみ。

（アクオス センスツー）カラーバリエーション

アイスグリーン シルキーホワイト ピンクゴールド ニュアンスブラック

手に馴染むフォルム×アルミ素材
片手でも操作しやすい、ちょうどいいサイズを実現。

持ちやすさと強さを兼ね備えたデザインです。



3 4※ 画像はイメージです。

約5.5インチ

大画面

18:9
縦長

当社従来機種（AQUOS sense SHV40）に比べてより大画面
に。また、縦長になり、表示できる領域が広がりました。ニュー
スやSNSといった長文のサイトも、一画面で多くの情報が表
示されるので、快適に読み進められます。本体横幅を約71mm
に抑え、大画面なのに持ちやすいサイズを実現しました。

表示できる範囲が広がって
ニュース・SNSなどが見やすい！

＊ AQUOS sense2 SHV43ナビキー表示OFF時と、当社従来機種（AQUOS 
　sense SHV40）との比較。

高精細かつ明るい表示が可能なフルHD+（2,160×
1,080ドット）のIGZOディスプレイを採用。高い透過
率でLEDバックライトの消費電力が抑えられ、さらに
静止画表示の消費電力を低減することができます。
従来機種より消費電力最大約21%＊1を削減し、長時
間の電池持ち＊2を実現しています。

高精細で明るくキレイ！

＊1 当社従来機種（AQUOS sense SHV40）と同じ輝度での比較。
＊2 お客さまのご利用環境などにより使用可能時間は異なります。
※ IGZO液晶ディスプレイは、（株）半導体エネルギー研究所との
　 共同開発により量産化したものです。

＊ 米国の映画制作会社で構成される業界団体Digital Cinema
　Initiatives（DCI）で定められたデジタルシネマ規格です。映画
　撮影に使われるカラーフィルムの色域に対応し、比較的広範
　囲の色域を表現できます。

液晶テレビAQUOSの技術を受け継いだ「リッチ
カラーテクノロジーモバイル」を搭載。デジタルシネマの
標準規格（DCI-P3＊）に対応し、表現できる色域が広く、
写真も動画も、実物に近い鮮やかな色味で再現します。

標準画質の動画コンテンツや自分で撮影した動画も、HDR画質のように表現豊かに再生できます。

※ 出荷時の設定はOFFです。設定をONにすることで動画アプリでの再生時に自動で表示が切り替わります（一部アプリを除く）。　
※ 比較画像はイメージです。

バーチャルHDR ONバーチャルHDR OFF

フルHD+  IGZO ディスプレイ

色彩豊かな表現力。
リッチカラーテクノロジーモバイル

動画も鮮やか！
バーチャルHDR

広がる画面と美しい表現力。
毎日見るなら、やっぱりAQUOSがいい！

約21％

消費電力最大

削減

＊1

23％

アプリ表示領域最大

約
UP

＊

アフタヌーンティー
「いいね！」

お友達と一緒にsense hotelでアフタヌーンティーを
いただきました♡ マカロンが美味しかった。
#アフタヌーンティー#センスホテル#お茶会
#女子会#sweets

ストーリー

当社従来機種
（AQUOS sense SHV40）
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約90％
1年後の

電池寿命維持率

以上維持

＊

IPX8

大きなアイコンで見やすい「AQUOS かんたんホーム」や
見やすい画質にする「はっきりビュー」、文字が大き
く読みやすい「フォントサイズ（特大）」など、快適に使
うための機能を一括で設定できます。

かんたんモード

負担の少ない充電方法で電池の劣化を抑え、1年後も
電池の寿命を90％以上維持＊します。充電口はUSB 
Type-Cコネクタに対応し、どちらの向きでも差し込めます。

※ 画像はイメージです。

＊ お客さまのご利用環境により使用可能時間は異なります。

電池に負担の
少ない充電
インテリジェントチャージ

2,700mAhのバッテリーを搭載。動作や機能の一部を
制 限し、電 池を長 持ちさせる省エネ技 術「長エネ
スイッチ」と合わせ、外出中など長時間充電できない
場合でも安心の電池持ちを叶えました。

「あ、充電しなきゃ！」が
減る電池持ち
2,700mAhバッテリー＆省エネ技術

Snapdragon™450の採用とシャープ独自のチュー
ニングにより、スピーディで快適な操作感を実現
しました。
＊ 当社従来機種（AQUOS sense SHV40）との比較。

サクサク動く！
高性能CPU×独自チューニング

スマホが初めてでも
快適に！

発売日から2年間、最大2回のOSバージョンアップに
対応することをお約束。長い間安心してお使いいた
だけます。

いつも快適&安心！
OSバージョンアップ

※ IPX5/IPX8の防水性能。　※ ICカード／microSDメモリカードトレイをしっかりと閉じてください。
※ 海水・プール・温泉の中に浸けないでください。
※ アルコール・石けん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。　※ 耐熱設計ではありません。
※ 熱湯をかけたり浸けたりしないでください。

キャップレス防水構造を採用し、水回りでも安心して使える防水（IPX5/8）・防塵（IP6X）に対応。
水濡れに強いIGZOディスプレイとタッチパネルで、画面に水滴がついてもスムーズな動作を実現しました。

防水対応はもちろん、
濡れた手でもスムーズに動く！

防水や快適さ。
しっかり使える安心感。
基本的なことをきちんと、ちゃんと。

AQUOSかんたんホーム フォントサイズ（特大）

OFF ON
IPX5

AQUOS便利機能→かんたんモード→
「まとめてONする」をタップすると各機能

を一括で設定できます。

約20％
CPU性能最大

UP

＊

コンビニやカフェ、交通機関など、財布を持たずにキャッシュレスで支払いができて便利です。

スマホで簡単支払い！
おサイフケータイ®対応

※ ご利用には設定が必要です。

OS ／2年間



7 8※ 画像はイメージです。

写真撮影時に、料理や夕景など、撮影するシーンに
ぴったりのモードをAIが自動でセレクト。被写体に合
わせた最高の1枚を残せます。

料理も夕景も自動でキレイ！

「美肌」「小顔」「色合い」「明るさ」「目の大きさ」をファ
インダーで確認しながら調整できる「AQUOS beauty」。
セルフィーが、今まで以上に楽しくなります。

AIオート

セルフィーにも
美しさを追求！

人（顔）／料理／花／夕景／
花火／QRコード／白板・黒板 花火

料理 花

夕景

7つの被写体やシーンを
賢く判断

※ 通信料がかかります。

PHOTOSHOW 検索
AQUOSカメラの撮影のコツを紹介！

子どもなどの動きのある被写体も、像面位相差AFと
コントラストAFの2つのオートフォーカスにより、速く
正確にピントを合わせることが可能。手軽にブレの
少ない美しい写真を撮影できます。

日常生活の一瞬を
捉える！

明るく撮れてピントもばっちり。
AIまかせでかんたん撮影。
日常使いに、ちょうどいいカメラ。

AQUOS sense2ではイメージセンサーのピクセルサイズを従来＊に比べ25％
大型化しました。さらにF値2.0の明るいレンズも採用。屋内などの薄暗いシーン
でも被写体のリアルな質感や色を残せます。

大型ピクセルセンサーの採用で
明るさアップ！ 約50％

明るさ

UP

＊

＊ 当社従来機種（AQUOS sense SHV40）との比較。
※ メインカメラのみ。

ハイスピードオートフォーカス

約800万画素サブカメラ

※ メインカメラのみ。

※ メインカメラのみ。

AI



9 10※ 画像はイメージです。

快適を追求したAQUOSならではの便利機能

シーンに応じてタイミング良く役立つ情報を話しかけてくれるエモパー。朝知りたい天気予報や、今急上昇して
いるワード、電車の遅延情報など、豊富な話題の中から、あなたの生活に合わせてお話ししてくれます。

職場から出る時など、特定のシーンで振動してお知らせ。
耳に当てると、帰宅時の電車の遅延情報やお出かけ
先の周辺情報などの役立つ情報を教えてくれます。

外でもエモパーから
通話スタイルでお話し

COCORO MEMBERS＊のアカウント設定をしておくだけで、
エモパーと過ごした思い出や生活習慣の引継ぎを安心
して行える、自動バックアップに対応しました。

安心して引継ぎできる
自動バックアップ

エモパー9.0

ON

OFF

XX線が
18時から遅延

しているようです

＊ COCORO MEMBERSは、シャープ製品をご利用いただいている
　 お客さま向けに提供するシャープの会員サービスです。
※ Google ドライブ™やSDカードへの手動バックアップもご利用いた
　 だけます。 
※ エモパーをご利用いただくには初期設定が必要です。ご利用環
　 境によって動作が異なる場合があります。

※ 通信料がかかります。

エモパーク 検索公式エモパー情報サイト 
「エモパーク」

まずはここをチェック！ スマートフォン・携帯電話AQUOS公式サイト
最新機種の製品情報やキャンペーン、使い方ガイド
ブック、サポート情報をご紹介しています。 ※ 通信料がかかります。

スマートフォンAQUOS 検索

スマートフォンAQUOSを彩るさまざまなアクセサリーを紹介しています。

※ 通信料がかかります。

AQUOSアクセサリー 検索

スマートフォン
アクセサリー

AQUOS Frosted 
Cover （別売）

カバーが曇り、プライベートな情報を隠すことができます。なぞ
った部分は曇りが消えて、カバーを閉じたままでもロック画面
の通知が確認できます。本体になじむカラーとフィットの感ある
デザインも魅力です。

❶ ホーム
❷ △ 戻る
❸ □ 履歴

❶
❷

❸

指紋センサーをなぞるだけでナビキー
代わりに。画面が大きく使えます。

画面をより大きく使える
ジェスチャー操作

※ 操作の割当ては設定から変更できます。
※ 出荷時の設定はOFFです。

フィルムを貼らなくても周囲からの視線をブロック。大画
面でも安心です。

気になる視線をブロック
のぞき見ブロック

※ 出荷時の設定はOFFです。 ※ 生活パターンの学習にはエモパーの機能を使います。エモパーが
　  OFFの場合は、就寝時間（有効時間）を手動設定してください。

面倒な操作をしなくても、画面上部をなぞるだけですばや
くスクリーンショットが撮れます。

画面を撮るのも、なぞるだけ
Clip Now

※ 出荷時の設定はOFFです。

顔で指紋で

※ ご利用には指紋および顔の登録が必要です。

シーンに応じてすばやくロック解除！

机などに置いたままでも、手に持った状態でも、スマートに
ロック解除できます。

いつでもスマートにロック解除
指紋認証 & 顔認証

就寝時間が近づくと自動的にブルーライトを抑えた画質
へ移行します。

寝る前には目に優しい画質に
リラックスオート

本体を持ち上げると画面が点灯し、手に持っていること
をセンサーで検出して画面の点灯をキープします。

持っている間、画面が消えない
自動画面点灯

通常 就寝前




