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「Continuum」でVAIO Phone Bizが
デスクトップPCに変身する

VAIO Phone Bizは、Windows 10 Mobi leの注目
機能の1つである「Continuum（コンティニュアム）」に
対応。別売アダプターを繋いだディスプレイやテレビに
ワイヤレス接続すると、PC同様のデスクトップ画面が表
示され、キーボードやマウスを使ってあたかもPCのよう
に使えるようになります。

国内通信網に最適設計された
SIMフリースマートフォン
VAIO Phone BizはNT TドコモのLTEネットワークを
ほぼ網羅した、充実した通信機能を搭載しています。
また、NTTドコモのキャリアアグリゲーションもサポート。
最大約225Mbpsの快速でインターネットに接続可能
です。さらに、用途に応じて最適な通信会社を選択で
きるSIMフリー仕様となっています。

大画面5.5型フルHDディスプレイなど
長く快適に使えるワンランク上のスペック

最新鋭モバイルOS
Windows 10 Mobile搭載
VAIO Phone B izに搭載されている「Windows 10 

M o b i l e」は、「W i n d o ws  1 0」と統一されたプラット
フォーム。PCと同じMicrosoftアカウントで各種設定・
データを一元管理できます。Windows 10と共通化された
UIやアプリは仕事の生産性向上に直結。「O�ce Mobile」
で社内文書をそのまま閲覧・編集することもできます。

VAIO® Phone Biz
ビジネスを加速させるスマートフォン

キビキビとした動作を実現してくれる高性能オクタコア（8

コア）プロセッサに加え、快適なマルチタスクやContinuum

利用を実現する3GBメモリーなど、同クラス製品を一歩
リードするハイスペックを達成。大きく情報量の多いディス
プレイのおかげでWordやExcelなど、O�ce文書も快適
に閲覧・編集できます。
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主な入出力

＊1：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。＊2：通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、回線の混雑状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の
理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。＊3：すべてのSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、およびSDXCメモリーカードでの動作を保証するものではありません。＊4：駆動時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。＊5：最新情
報は製品情報サイト（https://vaio.com）をご確認ください。＊6：充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。＊7：突起部含まず。
●“VAIO”、　　　　 はソニー株式会社の登録商標または商標です。Microsoft、Windows及びWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。Qualcomm and Snapdragon are trademarks of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and 
other countries. Used with permission. 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、VAIO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トレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLC.の商標です。本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®マークは明記しておりません。
VAIOに関する注意 ■関連製品についての注意：他社製関連製品についてのサポートはVAIO株式会社では行っておりません。ご不明の点は各製品の販売元にご相談ください。■バッテリーについての注意：VAIOは、バッテリーを搭載しております。セットを落下させる、ぶつける、先の
尖ったもので力を加える、強い圧力を加えるといった衝撃を与えないでください。バッテリーは消耗品です。使用経過とともにバッテリーでの駆動時間は短くなります。■各種サービスについての注意：各種サービスは、都合によりVAIO株式会社および提供者の判断にてご提供を中止・中
断する場合があります。その場合、対象ソフトウェアまたは対象ソフトウェアの一部機能がご使用いただけなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。■メモリーカードについての注意：UHSモード対応などお使いのSDメモリーカードによっては、読み書きを連続して行うとメ
モリーカードが非常に熱くなるものがあります。メモリーカードへのファイルの読み出しや書き込みを連続して行った場合は、すぐに取り出さず、しばらくたってから取り出すようにしてください。■無線LANについての注意：無線LANによる通信は、周囲の電波の状況、障害物、設置環境、距
離などによって通信速度が左右されます。そのため、音楽や映像データを無線LAN経由で再生する場合、環境によっては、再生映像や音声が途切れたり、再生できない場合があります。特に、金属やコンクリート、水分を含む素材が障害物となる場合に通信状況への影響が大きくなりま
す。■Bluetooth機能についての注意：Bluetooth機器はすべての機器間で動作が確認されているものではありません。接続する機器それぞれの動作環境と、接続機器間の通信可否情報をご確認ください。■「データロスト」についての注意：本製品の誤操作や不具合など、何らかの原
因でデータ消去破損した場合、いかなる場合においても記録内容の補修または補償についてはいたしかねますのでご了承ください。重要なデータなどは、こまめにバックアップを取っておくことをおすすめします。■液晶画面についての注意：液晶画面は非常に精密度の高い技術で作ら
れていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります（液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006％未満です）。また、見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場
合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。■セキュリティー関連機能についての注意：【パスワード設定機能について】「パワーオン・パスワード」等を忘れると、修理窓口でパスワードをリセットしなければ起動できなくなる事があります。リセット
作業は有償となります。これらのパスワードを忘れたことによる不都合については、VAIO株式会社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

Windows 10 Mobile

IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠

Bluetooth® 4.0 準拠

Qualcomm® Snapdragon™  617 オクタコア
1.5 GHz（クアッドコア） + 1.2 GHz（クアッドコア）

商品使用上の注意 ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。●必ず「保証
書」の記載事項を確認の上大切に保管してください。●本製品には有寿命部品が含まれています。有寿命部品とは、ご使用による磨耗・劣化が進行する可能性のある部品をさします。各有寿命部品の寿命は、ご使用の環境やご使用頻度などの条件により異なります。著しい劣化・磨耗がある
場合は機能が低下し、製品の性能維持のため交換が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●VAIO株式会社は、このスマートフォンの補修用性能部品を製造打ち切り後3年保有しています。●バッテリーは消耗品です。●本製品は国内専用です。カタログ上の注意 ●画
面はハメコミ合成です。●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。●印刷や表示するモニターの特性などにより、実際の色と少し異なる場合があります。●掲載商品は品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。

安全に関する注意
安全点検のお願い このような症状はありませんか。

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所で使用しないでください。むやみに内部を開けたり、改造をしないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

●煙が出たり、異常な音、においがする。  ●内部に水や異物が入った。  ●製品を落としたり、キャビネットを破損した。
ご使用を中止してください。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、または
バッテリーを取り外し、VAIOサポートセンター、または販売店にご相談ください。

●価格はすべてオープン価格です。販売店にお問い合わせください。配送・設置調整、使用済み商品の引き取り費などは含まれていません。

VAIO株式会社 http://vaio.com/
〒399-8282 長野県安曇野市豊科5432

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-11-17 HI五反田ビル2階
本　社

東京オフィス

※受付時間　月～金 9：00～18：00　土日祝 9：00～17：00　システムメンテナンス、当社指定休日を除く
https://support.vaio.com/contact/mail

万が一のときにも安心なサポート体制
使い方・トラブル・修理のご相談はこちら Webフォームからのお問い合わせ：

0120-810-997※

0120-810-527※ご購入に関するご相談は
「VAIO購入相談窓口」まで

2016.02 VPB051-001

お買い求めは当店へ

本カタログの記載内容は2016年1月現在のものです。

その他
プロセッサー

高品位・高剛性ボディが
所有の喜びを高める
VAIOならではの妥協なきデザインを
スマートフォンにも導入。アルミニウム
と強化ガラスで包まれたボディは見た
目の美しさと優れた堅牢性を両立さ
せています。強靭なボディはアルミニウ
ムの削り出しで製造。仕上げにブラス
ト加工を施し触感も高めました。

レーザーエッチングで立体的に表現されたVAIOロゴ アルミニウムボディの製造工程
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Bluetooth

USB

対応
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3G

4G/LTE

LTE-Advanced受信

LTE受信

3G受信

WCDMA対応（バンド 1,6,8,11,19）

LTE対応（バンド 1,3,8,19,21）

225 Mbps

150 Mbps

42.2 Mbps

SIMスロット

microUSB

ヘッドセット接続端子

SDカードスロット＊3

スピーカー

microSIM

USB 2.0 x 1

ステレオミニ端子 x 1（ヘッドセット対応）

microSD x 1

内蔵モノラルスピーカー

Continuum

赤外線通信

NFC/FeliCa

防水･防塵

GPS

対応 （ワイヤレスのみ）

ー

ー

ー

搭載

急速充電 ー

地磁気センサー 搭載

ジャイロセンサー 搭載

加速度センサー 搭載

カメラ仕様 CMOS センサー

有効画素数 約500万画素

液晶表示装置
解像度名称

画面サイズ

解像度

Full HD

5.5 inch

1080 x 1920
カメラ（フロント）

カメラ（リア）

主な付属品

電池容量

カメラ仕様 CMOS センサー

2800 mAh

外形寸法＊7 約 幅77.0 mm x 高さ156.1 mm x 奥行8.3 mm

本体質量 約167 g

連続通話時間＊4 測定中＊5

有効画素数 約1300万画素

連続待受時間＊4
LTE 測定中＊5

3G 測定中＊5

ACアダプター 付属

充電ケーブル

3G

充電時間＊6 測定中＊5

付属


