5,000mAhの大容量バッテリー。
長持ち電池と急速充電で1日使っても安心。
チャット、電話、ネットなど、毎日たくさん使うスマートフォンだから、バッテリーは大容
量に。さらに、充電時間が短くて済む急速充電に対応。＊1

6.5インチ高精細フルHD+ディスプレイ。
ネットもアプリもサクサク使える大画面。
大きくて鮮明なディスプレイで動画視聴がもっと楽しく。
ウェブサイトやアプリの細かい
情報、さらには自分で撮った写真などが見やすいです。

大画面で見やすい

なめらかな操作性

高性能でさくさく動く

お 好きな 動 画 も映 画 館 に いるような 気

リフレッシュレートは90Hzに対応。画面

5G通信に対応したチップセットで処理

分でお楽しみいただけます。

＊2
の操作が滑らかに感じられます。

＊3
速度も快適です。

＊1.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。＊2.動画・ゲームはリフレッシュレート90Hzには未対応です。＊3.5G通信はdocomo/au/SoftBank/
Y!mobile/Rakutenのsub6に対応。(2021年6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。

最大4,800万画素AI4眼カメラ。
マクロから超広角までどんなシーンも美しく。
高画質のメインカメラに加え、超広角カメラを使えば景色やグループ写真も広々と撮
影できます。AIが料理、夜景、人物などの写真を簡単に美しく仕上げます。

ON

SHOT ON OPPO A54 5G

SHOT ON OPPO A54 5G

OFF

SHOT ON OPPO A54 5G

超高解像度モード

マクロ撮影

ウルトラナイトモード

約1億800万画素相当の写真撮影が

4cmまで近づいても被写体がぼやけず

数 枚 の 写 真を 合 成して、光 の 加 減を

可能。細部までクリアな写真に。

に撮影できるので、芸術的な1枚に。

調整。
ノイズの少ない綺麗な夜景に。

側面指紋認証

見やすいシンプルモード

便利機能が満載

指紋認証で画面ロック解除ができます。

アイコンと文字が大きくなるのでスマホ

スクリーンショットは3本指で画面をな

顔認証も併用できます。

操作に馴れていない方におすすめです。

ぞるだけ。
いつでも簡単に撮影できます。

オッポ エーゴーヨン ファイブジー

OPPO A54 5G 製品仕様
カラー :

ファンタスティックパープル / シルバーブラック

質量 :

約190g

サイズ（W×H×D）: 約74.7mm×162.9mm×8.4mm
連続通話時間 ※1:

約2,700分

:

約400時間

連続待受時間

※1

電池容量 :

5,000mAh

充電時間 :

約136分（18W(9V/2A)のUSB PD/ACアダプター使用時）

急速充電 :
OS :
CPU :

Qualcomm Quick Charge™2.0（18W）
USB Power Delivery2.0（18W）
ColorOS 11（based on Android™11）
Qualcomm Snapdragon™480 5G
オクタコアCPU： 2.0GHz×2+1.8GHz×6

内蔵メモリ:

RAM 4GB / ROM 64GB

外部メモリ:

microSDXC™ 最大1TB

SIMカードスロット:

nanoSIM×2 + microSD×1
nanoSIM

ディスプレイ:

約6.5インチ / フルHD+（2400×1080）/ TFT-LCD
[メイン] 約4,800万画素（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）

インカメラ:

FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28
WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19
キャリアアグリゲーション対応

フルHD＋
6.5インチ 大 画 面

AI4眼カメラ

90Hz

480 Qualcomm®
5G Snapdragon™

側面
指紋認証

最大4,800万画素

リフレッシュレート

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

テザリング対応
Ver.5.1

位置情報 :

GPS / Beidou / GLONASS / QZSS

USBポート:

USB Type-C™ / USB 2.0対応 / OTG対応

OPPO Japan カスタマーサービス

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

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 :

側面指紋認証・顔認証
SIM取出し用ピン×1 / 保護ケース×1 /

本体付属品 :

6.5

Wi-Fi ：2.4/5GHz 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth :

センサー :

5,000mAh

TD LTE: Bands 38/39/40/41/42
GSM: 850/900/1800/1900MHz

無線通信方法 :

急速充電対応

約1,600万画素 (ƒ/2.0 絞り値）
5G NR: n3/n28/n77/n78

対応周波数 :

6つのおすすめポイント

トリプルスロット

SIMタイプ ※2:

アウトカメラ:

シルバーブラック

ファンタスティックパープル

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

https://support.oppo.com/jp/

OPPO Care
画面割れ
保証サービス

※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。

※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 DSDV対応、VoLTE docomo/au/Rakuten/Y!mobileに
対応。その他のキャリアに関しては動作保証が取れておりません。■「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。■「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5月現在のものです。

［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。

