
※1 電波状況や使用環境により変動します。
※2 充電について、誤った使用方法をされますと、異常な発熱・焼損、けが等、思わぬ事故の原因となり大変危険です。
※3 充電時間測定のUSB PD対応ACアダプタについては ▶ymobile.jp/s/usbpd/
※4 [IPX8]常温で水道水の水深1.5mのところに携帯電話を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、
電話機としての性能を保ちます。［IP6X］防塵試験用粉塵（直径75μm以下）が入った装置内に本製品を入れて8時間塵埃を
かくはんさせた後、本製品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。

主な仕様  OPPO Reno5 A（オッポ リノファイブ エー）

カラー： アイスブルー / シルバーブラック

サイズ（幅×高さ×厚さ）： 約75mm×162mm×8.2mm

重量： 約182g

連続通話時間※1： FDD LTE:約1,300分

連続待受時間※1： FDD LTE:約350時間/AXGP:約350時間

バッテリー容量： 4,000mAh

充電時間： 約130分※2※3

OS： Android™ 11（ColorOS 11）

CPU： Qualcomm® Snapdragon™ 765G / オクタコアCPU：2.4GHz×1＋2.2GHz×1＋1.8GHz×6

内蔵メモリ： RAM 6GB / ROM 128GB

外部メモリ： microSDXC 最大1TB

ディスプレイ： 約6.5インチ/フルHD+（2,400×1,080） / TFT-LCD

SIMスロット： シングルSIM (nano USIM＋microSD)

インカメラ： 約1,600万画素 (F値2.0）

Bluetooth®： Ver.5.1

FMラジオ： 有線イヤホン(別売)使用時対応

Wi-Fi®： 2.4 / 5GHz (802.11a / b / g / n / ac)

USB： USB Type-C™ / USB2.0対応 / OTG対応

サウンドシステム： モノラルスピーカー / ハイレゾ（対応イヤホン使用時） / Dolby Atmos®

生体認証： 背面指紋認証・顔認証

防水 / 防塵： IPX8 / IP6X※4

おサイフケータイ®： 対応

本体付属品： SIMカードスロット用ピン(試供品)*×1 / 保護ケース*×1 / 保護フィルム*（貼付済み）×1 / 
クイックスタート×1 / お願いとご注意×1 （*マークのものは試供品となります。）

急速充電： Qualcomm® Quick Charge™ 2.0
USB Power Delivery Revision 2.0

アウトカメラ：
(クアッドカメラ)

[メイン] 約6,400万画素 (F値1.7)
[超広角] 約800万画素 (F値2.2 / 画角119°)
[モノクロ] 約200万画素 (F値2.4)
[マクロ] 約200万画素 (F値2.4)

検索

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問い合わせ
内容に応じて最適な解決方法をご案内します。

待ち時間なく、いつでもカンタンに手続き可能。ご利用料金や
データ量の確認、料金プランの変更ができるウェブサイトです。

http://ymobile.jp/r/myy/My Y!mobile ワイモバイルカスタマーサポート https://ymobile.jp/s/tZxhO検索

指原莉乃さんのARを体験しよう！ スマホを表紙にかざすと指原さんが動き出して製品を紹介！詳しくはP.01をご覧ください。



マクロカメラ
被写体に4cmまで近づいてもしっかり
ピントが合います。距離感が変わると、

いつもと違った撮影体験が楽しめます。

超広角カメラ
画角119°で広々とダイナミックでありな
がら、ゆがみの少ない仕上がりに。景色や

大人数の撮影がより一層楽しめます。

超高解像度モード
1億800万相当の画素数で撮影可能。
遠くの景色などを細部までよりクリアに

撮りたい時におすすめです。

PHOTO
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SHOT ON OPPO Reno5 A
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ワンランク上の6,400万画素メインカメラ。
写真と動画のいろいろな撮影機能も充実。
高精細な6,400万画素のメインカメラを含む４種類のカメラを搭載。さらに写真も動画も

美しく撮影できる機能が充実。日常の様々なシーンでOPPO Reno5 Aが大活躍します。

01 ※本コンテンツは、4G(LTE)やWi-Fi環境でもご利用いただけます。視聴には通信料が発生します。

指原莉乃さんのARを体験しよう！
スマホを表紙か上記の指原さんにかざすと本人が動き出して製品を紹介！
◀まずはアプリをダウンロード

対応機種は以下よりご確認ください
https://static.multi.vsp.mb.softbank.jp/arsquare/faq.html



AIビューティー
起動すると年齢、性別などに応じて自動

補正。肌や目鼻などパーツ別に補正強度

を調整することもできます。

PHOTO

夜景を綺麗に明るく
ウルトラナイトモードが簡単にノイズの少

ない夜景に。さらに三脚モードで光を長く

取り込むとプロっぽい撮影ができます。

ネオンポートレート
夜の街中での撮影が一気にロマンチック

に。光が玉のようにボケて、人物も綺麗

に撮影します。

SHOT ON OPPO Reno5 A

SHOT ON OPPO Reno5 A

オンオフ
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安定した手ブレ補正
アウトカメラもインカメラも手ブレ補正

が動画の揺れを軽減させます。お子様や

ペットの撮影にも最適です。

VIDEO

AIハイライトビデオ
逆光や暗い場面で撮影する際、明るさ

のバランスを全体調整して簡単に素敵

な動画にします。

アウト/イン同時動画撮影
アウトカメラとインカメラで同時に動画

撮影できます。お互いの様子が一緒に

楽しめる機能です。

アウトイン

オンオフ

夜景

逆光
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※高速大容量5G（新周波数）は限定エリアで提供　詳しくはエリアマップへ

※一部のゲームや動画には対応していません

使いやすいOS
Android™に便利機能を追加。3本指

でスクショ→翻訳が可能に。詳しい使い

方は「活用ガイド」で。

PERFORMANCE

大きいディスプレイ
いつものゲームや動画を大画面で。画面

操作時のリフレッシュレートは90Hz※なの

でタッチやスクロールが速くて滑らか。

高性能CPU搭載
Qualcomm®Snapdragon™765G
は5G※対応で処理速度が速く、マルチ

タスクもさくさくこなします。

based on AndroidTM
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大画面＋5G で動画やゲームもストレスフリー。　
ハイパフォーマンスチップセット搭載。
反応速度が速く色鮮やかなディスプレイです。大画面でゲームも動画も、お好きなコンテンツ

をたくさんお楽しみいただけます。5G※に対応したチップセットで処理性能も優れもの。

※
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※防水・防塵に関するご注意事項は裏面をご覧ください

USABILITY

指紋で情報を保護
顔認証と背面指紋認証で端末のロック

解除が可能です。精度が高くスピーディー

に反応します。

IP68の防水・防塵対応
最高等級の防水なので、水濡れを心配

せずに使えます。さらに防塵対応など高

い耐久性で安心です。

おサイフケータイ®
駅の改札やお買いものはスマートフォン

をかざすだけ。定期やお財布を取り出す

手間が省けます。
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急速充電＋おサイフケータイ®で便利・快適。
安心して使える防水・防塵と指紋認証。
うれしい急速充電に対応。大容量4,000mAhを30分で約41%※充電します。もちろん、
おサイフケータイ®と防水・防塵にも対応です。
※充電器は同梱されていません。急速充電は対応充電器が必要になります。
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OPPO Japanの詳細はこちら

ウェブサイト ツイッター インスタグラム 企業紹介

■SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または
商標です。■「Yahoo!」および「Y!」のロゴマークは、米国Oath Inc.の登録商標または商標です。■「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。■「microSDXC」はSD-3C,LLCの商標です。
■「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。■「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4月現在のものです。

リ・クレイン™
極強 保護ガラス

抗菌 Stand Flip
■ スタンド機能
■ フラットなカードポケット（1枚）
■ 指紋認証対応
■ 抗菌加工（高耐久表生地・ケース部）
■ マグネットロック仕様

ブラック レッド

OPPO Reno5 A専用アクセサリーの詳細はこちら▶

フレームカバー
保護ガラス

専用アクセサリー

動画視聴などに便利な
スタンド機能

■ ガラスとフレームで画面全面保護
■ 日本製ガラスDragontrail® 採用
■ キズに強く割れにくい高硬度強化ガラス

※Dragontrail®は AGC Inc.の登録商標です。

■ 割れやキズに強い超高強度の新素材
■ 純日本製の高品質ガラス採用
■ 6ヵ月交換保証付き※

※交換の条件はウェブサイトをご覧ください。

※画像はイメージです。製品の仕様など、一部商品の内容に変更が生じる場合があります。※全国のソフトバンクショップおよび家電量
販店、ソフトバンクセレクション オンラインショップで取り扱い予定。一部取り扱いのない場合もあります。
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アイスブルー シルバーブラック

６つのおすすめポイント

❶ 6,400万画素+アウト/イン同時動画撮影

❷ 処理能力が高いCPUを搭載

❸ 操作性が滑らかで心地よい使用感

❹ 大容量4,000mAh 急速充電対応

❺ おサイフケータイ®(FeliCa )対応

❻ 防水・防塵 IP68

※高速大容量5G（新周波数）は限定エリアで提供　詳しくはエリアマップへ

※
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