
5G通信は対応エリアで使用可能です。



薄い・軽い・持ちやすい。
なめらか&高精細ディスプレイ。
薄くて軽いデザインでありながら、大きくて見やすい高精細なディスプレイを

搭載。背面は指紋が付きにくい特殊加工が施されており、汚れが目立ちません。

安心の防水・防塵、
4,000mAh大容量バッテリー。
IP68防水防塵対応なので急な雨や水まわりでの使用も安心です。
大容量バッテリーでたっぷり使えます。

＊1 一部のアプリやコンテンツにはご利用いただけません。＊2 全ての領域をデータ保存に使用できるわけではありません。＊3 5G通信はdocomo/au/SoftBank/Y!mobile/Rakutenのsub6に対応。(2021年11月現在、自社での検証結果に基づきます)5G対応バンドは
n3/n28/n77/n78となります。5G通信は対応エリアでご利用可能です。 ＊4 有線イヤホン(別売)での接続が必要です。

5G通信*3に対応したチップセットはサク
サク快適な操作感を提供します。

ストレージ
スマホ本体は64GB*2、さらに最大1TB
のmicroSDXC™(別売)にも対応。

緊急時にも安心
通信接続できない状況でも、FMラジ
オが聴けます。*4

5G対応チップセット

動画視聴や撮影した写真、SNSも細部
まで精細に楽しめます。

持ちやすいサイズ
ラウンドエッジで手馴染みが良く、ポケッ
トにも収まりやすいです。

なめらかな画面表示
リフレッシュレートは90Hz*1(90回/秒の
画面更新)で操作も快適。

6.5インチ フルHD+



データ移行
古い端末から写真や連絡先のデータが
簡単に引き継げます。*5

画面の端をスライドするとアプリが
手元に。片手操作時に便利です。*6

３本指ジェスチャー
上からなぞるとスクリーンショット。
さらに画像内の文字を翻訳できます。

大画面も手軽に操作

被写体にピントを合わせ、その背景を
ぼかしてプロのような写真に。

ウルトラナイトモード
暗い環境でも手前も遠くも明暗のバラン
スがとれた、素敵な写真に仕上がります。

AIシーン強化
被写体やシーンを判別して、より美しい
色味に調整します。

ポートレートモード

生活が便利になる機能が
満載のAndroid™
Androidに便利機能を追加したColorOSはAndroidの機能や

アプリ・PlayストアなどのGoogleサービスも従来通り使えます。

さまざまなシーンに対応できる、
豊富なカメラ機能搭載。
カメラにはAIを搭載。シーンに合わせて色味を自動調整したり、人物の年齢
や特徴に応じて自然に美しく補正するので、誰でも上手な撮影ができます。

＊5 Android端末からの移行は写真、連絡先、アプリ、音楽、動画などのデータを移行できます。アプリ内のデータは移行されません。Android端末にデータ移行アプリ（Android 4.4 以降に対応）をインストールして移行作業を行います。 iPhoneからの移行は、連絡先と写真、動画データ
が移行できます。iPhone にデータ移行アプリ（ iOS 8.0 以降に対応）をインストールして移行作業を行います。 ＊6 設定＞ホーム画面&ロック画面＞アイコンプルダウンジェスチャーをONにしてご使用ください。



※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 充電器の使用に関する注意事項は安全ガイドをご覧ください。※3 使
用する外部メモリカードは、製造メーカーによって保存領域の最大対応容量は異なり、機種・コンテンツ
によって制約があります。※4 SIMの組み合わせはSIM1(nanoSIM) + SIM2(nanoSIM)または
SIM1(nanoSIM)+eSIMとなります。※5 DSDV対応、VoLTE Rakuten/docomo/au/SoftBank
に対応。※6 一部のアプリやコンテンツにはご利用いただけません。※7 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
すことを意味します。IP6Xとは、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。
■「Wi-Fi」はWi-Fi  Al l iance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, Google, Google Play は Google LLCの商標
です。■「microSDXC」はSD-3C,LLCの商標です。■「Qualcomm」および「Snapdragon」は
Qualcomm Incorporatedの登録商標です。■「USB Type-C」はUSB Implementers Forumの
商標です。■その他記載されている会社名、製品・サービス名などは該当する各社の商標または登録商
標です。■製品仕様や機能説明は、サプライヤーの変更などの理由によって変更される場合があります
ので、実際の製品でお確かめください。関連する技術データは、当社設計時のパラメータ検査機関
やサプライヤーのテストデータによるもので、テストソフトウェアのバージョン、特定のテスト環境、特
定のバージョンによって、実環境でのデータは若干異なる場合があります。■掲載した商品のサー
ビス・仕様・デザインなどは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。■掲載した商品
写真は、印刷のため実際の色と異なる場合があります。■記載内容は2021年11月現在のものです。

グリーンブラック

［製造元］ Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.  ［輸入元］ オウガ・ジャパン株式会社 ※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。

OPPO A55s 5G 製品仕様
オッポ エーゴーゴーエス ファイブジー

おすすめポイント

OPPO Japan アカウント

新料金プランに
ぴったりなOPPO

詳しくはこちら

位置情報: GPS / Beidou / GLONASS / GALILEO / QZSS

USBポート: USB Type-C™ / USB 2.0対応 / OTG対応

サウンドシステム: モノラルスピーカー / 3.5mm イヤホンジャック

生体認証: 顔認証

防水 / 防塵: IPX８・IP６X※7

本体付属品:
SIM取出し用ピン×1 / 保護ケース×1 /
保護フィルム（貼付済み）×1 /
安全ガイド×1 / クイックガイド×1

センサー:
磁気センサー / 近接センサー / 光センサー / 加速度センサー /
ジャイロセンサー / ステップカウント機能対応

無線通信方法:
Wi-Fi®： 2.4/5GHz 802.11a/b/g/n/ac
テザリング対応

対応周波数:

5G NR: n3/n28/n77/n78
FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28
TD LTE: Bands 38/39/40/41/42
WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19
GSM: 850/900/1800/1900MHz
キャリアアグリゲーション対応

カラー: ブラック/グリーン

サイズ（W×H×D）: 約74.7mm×162.1mm×8.2mm

質量: 約178g

連続通話時間※1: FDD LTE: 約1,560分

連続待受時間※1: FDD LTE: 約450時間

電池容量: 4,000mAh

充電時間: 約140分（OPPO 純正ACアダプター使用時（10W））※2

OS: ColorOS 11 （based on Android™ 11）

内蔵メモリ: RAM 4GB / ROM 64GB

外部メモリ: microSDXC™ 最大1TB※3

SIMカードスロット※4:
排他的デュアルSIMスロット
SIM1（nanoSIM)+SIM2(nanoSIM) / microSD

ディスプレイ:
約6.5インチ / フルHD+（2,400×1,080） / TFT-LCD /
リフレッシュレート90Hz※6

インカメラ: 約800万画素 (ƒ/2.0 絞り値）

アウトカメラ:
[広角] 約1,300万画素 (ƒ/2.2 絞り値）
[深度] 約200万画素 (ƒ/2.4 絞り値）

CPU:
Qualcomm®Snapdragon™480 5G
オクタコアCPU： 2.0GHz×2+1.8GHz×6 

Bluetooth®: Ver.5.0

FMラジオ: 対応（有線イヤホン装着時）

SIMタイプ※5: nanoSIM+eSIM

OPPO Japan カスタマーサービス

※初期不良にて端末交換になる場合は、製品保証書に加え、付属品の返却が必要となります。修理依頼前に、データのバック
アップをお取りください。日本国内のみの対応となります。地域によってはお届けにお時間をいただく場合もございます。

OPPO Care 
保証サービスhttps://support.oppo.com/jp/

シーンを選ばず
多彩なカメラ機能

使いやすい
便利な機能が満載

Color

OS

4,000mAh
大容量バッテリーIP68防水防塵

薄い・軽い
持ちやすい

なめらか
高精細ディスプレイ


