
スマホ選びに悩んだらこの１台。

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

注意 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。

＊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。＊2：一部エリアでのご提供です。詳しくはau、UQホーム
ページでご確認ください。※記載の内容は端末の仕様です。※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。通信速度は機器能力に依存します。通信速度は技術規格
上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またはUQホームページをご覧ください。
【防水・防塵について】IPX8の防水、IP6Xの防塵性。microSDメモリカード/SIM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。

製造元　Xiaomi Communications Co., Ltd.
Xiaomi 公式HP　https://www.mi.com/jp
AMC0004　2107 Redmi Note 10 JEメーカーカタログ（au/UQ）

主な仕様　Redmi Note 10 JE （レッドミー ノート テン ジェーイー）

ご利用に際して

●Xiaomi Redmi Note 10 JEはXiaomi Technology, 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®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。●「Android」は、Google LLC 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。

名称（型番）
カラー

サイズ

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

ICカード種類
OS
CPU
メモリ

対応通信規格
ディスプレイ
カメラ

撮影サイズ

外部接続

外部デバイス/その他
防水/防塵
セキュリティ
付属品

高さ
幅
厚さ

内蔵（RAM/ROM）
外部microSDXC TM

メイン
深度
マクロ
フロント
静止画
動画
Wi-Fi ®（対応通信規格）
Bluetooth ®（規格）

Redmi Note 10 JE （XIG02）
クロームシルバー、グラファイトグレー

約163mm
約76mm

約9.0mm（最厚部約10.3mm）
約200g
4,800mAh

約150分［TypeC共通ACアダプタ01（別売）使用時］ / 約160分［TypeC共通ACアダプタ02（別売）使用時］
約1,180分
約660時間

au Nano IC Card 04 / UQ mobile Multi IC Card 01
MIUI 12.5 (AndroidTM 11)

Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G
RAM 4GB / ROM 64GB 

最大1TB
5G＊2 / 4G LTE / WiMAX 2＋
約6.5インチ / FHD＋ / TFT

約4,800万画素
約200万画素
約200万画素
約800万画素

最大8,000×6,000ドット
最大1,920×1,080ドット
IEEE802.11a/b/g/n/ac

Ver. 5.1
USB Type-CTM端子、3.5mmイヤホンジャック、赤外線

IPX8 IP6X
AI顔認証 / 側面指紋認識センサー

画面保護シート（試供品）貼付済み / ソフトケース（試供品） / SIM取り出し用ピン（試供品）

XIG02

◎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。

このカタログは2021年7月現在のものです。



スマホ選びに悩んだらこの１台。
毎日使うから、安心して使えるスマホがいい。
楽しい思い出を美しい写真や動画で残したい。
5G ＊で、アプリや動画もサクサク軽快に楽しみたい。
すべてまとめて、十分ご満足いただける1 台です。

クロームシルバー グラファイトグレー

大容量4,800mAhの
長持ちバッテリー＊

4 , 8 0 0mAh大容量の長持ちするバッテリーで、
アプリやゲーム、ブラウジングなど、電池残量を
気にせず楽しめます。

おサイフケータイ®対応＊
キャッシュレス時代に欠かせないおサイフケータイ®に対応。
小銭のいらないスマート決済が可能です。

IPX8 IP6X＊の防水防塵性能
急な雨や、水まわり、屋外でも安心してお使いいただけます。

5G＊対応
高速データ通信が可能。動画やアプリのダウンロードも快適です。

＊お客様のご使用環境やご利用状況により使用可能時間は異なります。

＊５Ｇは一部エリアで提供。詳しくは、auホームページ、ＵＱホームページでご確認ください。

※画像はイメージです。

＊対応アプリのダウンロードが必要です。
※Suica・モバイルSuicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※PASMO・モバイルPASMOは株式会社パスモの登録商標です。

＊5Gは一部エリアで提供。詳しくは、auホームページ、UQホームページでご確認ください。

au PAYかんたん起動＊
電源ボタン2度押しでau PAYのコード支払い画面を表示します。
＊初期設定が必要です。

スリムで大画面
画面占有率の高い狭額縁デザイン、パンチホールカメラを採用。

＊ IPX8の防水、IP6Xの防塵性。microSDメモリカード/SIM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。アルコール・せっけん・洗剤・熱湯など常温の水道水
　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。

4,800mAh

24時間、有害なアプリからデバイスを守ります
Google Play プロテクトは、スマートフォン内のアプリをスキャンし、
有害な可能性があるアプリからユーザーを保護します。

AI顔認証/側面指紋認識センサー
顔認証の他に、本体側面の電源ボタンに指紋認識センサーを
搭載しました。

プロテクト



ボディ背面にスリムにレイアウト。3つのレンズが多彩な映像表現を実現します。

背景をぼかした印象的な写真がかんたんに撮れます。 被写体に約４cmまで接近した撮影が楽しめます。

CAMERA

MOVIE

あなたの「撮りたい！」に賢く応える、
3つのレンズとAIカメラ。
思い出を鮮明に記録する
約4,800万画素＊トリプルカメラ

約4,800万画素メインカメラ

創造性を高める豊富な撮影モード

動画も映画のようなクリエイティブな仕上がりに

※画像はイメージです。

約4,800万画素
メインカメラ  Main Camera

約200万画素
深度センサー  Depth Sensor

約200万画素深度センサー 約200万画素マクロカメラ

タイムドバースト AIスーパーナイトモード AIカメラ

マクロモード

動画マクロモード ムービーフレーム

タイムラプス動画 スローモーション動画

写真フィルター

約200万画素
マクロカメラ  Macro Camera

＊メインカメラのみ。

＊メインカメラのみ。

48MP

タイマーを使った連続撮影が可能です。

被写体の細部まで鮮明に捉えます。 61種類のフィルターで、写真にさま
ざまな色彩表現を加えられます。

低照度でも明るく、ディテールまで鮮やか
に撮影します。

27種類の撮影シーンを認識し、最適な色合い
で表現します。

補正前 補正後

＊メインカメラのみ。

＊マクロカメラのみ。

＊マクロカメラのみ。 ＊メインカメラのみ。

＊メインカメラのみ。 ＊メインカメラのみ。

ミニチュアを使った楽しい動画も作成できます。

時間を早送りしたようなコマ送り動画が撮れます。 一瞬の動きを滑らかなスローモーションで撮影できます。

映画のような21:9の比率で動画撮影できます。



使いやすさにこだわったXiaomi独自のMIUI（ミーユーアイ）

アダプティブシンクディスプレイ
リフレッシュレートを3段階に自動調整＊。速い動きは滑らかに、
静止画では消費電力を抑えます。

※画像はイメージです。

いつでも目に優しい明るさに調整 どんなときも目に優しい、最適な明るさで画面表示します。

日差しの強い屋外でも見やすい。

フローティングウィンドウ
ディスプレイ上に小さな画面を重ねて表示。複数のアプリを同時に
使えます。

シンプルモード

標準モード シンプルモード

大きなアイコンとフォントで、初心者にも使いやすい表示モードで
す。

ウルトラバッテリーセーバー
通話や日常の機能をオンにしたまま、バッテリー駆動時間を大幅
に延ばせます。

アプリロック
特定アプリの起動に顔認証や指紋認証を設定することができ
ます。

スクリーンショット
画面上を3本指でなぞるだけでスクリーンショットが撮れます。

ショートカット
電源ボタン2度押しで懐中電灯を起動するなど、ショートカットのカ
スタム設定が可能です。

手に持ちやすいスリムなボディに、約6.5インチFHD+の
大画面狭額縁ディスプレイを搭載。
90Hzのリフレッシュレートで、映像を美しく滑らかに映し出します。 DISPLAY

MIUI美しく滑らかな表現力の大画面ディスプレイ。 
読書モード搭載で目にも優しい。
大画面約6.5インチの鮮やかで滑らかな映像体験

サンライトモード

サンライトモード OFF サンライトモード ON

目に優しく読みやすい明るさ。

読書モード
画面の明るさをきめ細かく調整。
360°周囲光センサー

90Hz
画面スクロール＊

60Hz
動画ストリーミング

50Hz
静止画

＊90Hzは事前に設定が必要です。 ＊動画・ゲームはリフレッシュレート90Hzには未対応です。

＊使用する際設定が必要です。


