
＊5G通信は対応エリアで使用可能です。



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。

SHOT ON OPPO Reno5 A SHOT ON OPPO Reno5 A

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

超広角カメラ
景色や大人数の撮影に適した画角119°。
ゆがみが少なく広々とした一枚に。

マクロカメラ
4cmまで被写体に接近してもピントが
合います。いつもと少し違った撮影に。

SHOT ON OPPO Reno5 A

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「玉ボケ」＋人物も綺麗に撮影。

夜景を綺麗に明るく
ウルトラナイトモードでノイズの少ない
夜景、三脚モードでプロっぽい撮影に。

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。パーツ別に補正強度の調整が可能。

SHOT ON OPPO Reno5 A

SHOT ON OPPO Reno5 A オンオフ

アウト/イン同時撮影
アウトカメラとインカメラで同時に動画
撮影。撮影者も一緒に楽しめる機能です。

AIハイライトビデオ
逆光や暗い場面でもAIが自動で明るさ
を調整するので簡単に素敵な動画に。

安定した手ブレ補正
お子様やペットの撮影にも適した手ブレ
補正は動画の揺れを軽減します。

アウトイン 夜景逆光 オンオフ
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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※1に対応したチップセットで処理性能も優れもの。

高性能CPU搭載 大きいディスプレイ

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。

おサイフケータイ®・防水防塵 指紋で情報を保護

Qualcomm®Snapdragon™765G搭載。マルチタスク
もスピーディーにこなします。

動画やゲーム、画面分割表示も広々と見やすい大画面。
リフレッシュレートは90Hz※2でスクロールも滑らか。

背面指紋認証に対応しているので、端末のロック解除も
スピーディーかつ安全に。顔認証と併用して使えます。

駅の改札やお買いものはスマートフォンをかざすだけ。
IP68等級の防水防塵対応で毎日安心して使えます。

※1 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。 ※2 一部のゲームや動画には対応していません。

※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。



インカメラ: 約1,600万画素 (F値2.0）

OPPO Japan アカウント

OPPOカスタマーサービス

※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 SIMの組み合わせはSIM1(nanoSIM) + SIM2(nanoSIM)またはSIM1(nanoSIM)+eSIMとな
ります。※3 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。※4 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 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2022年10月現在のものです。

※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。

シルバーブラックアイスブルー

［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。

対応周波数:

5G：n3/n28/n77/n78
FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28
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: アイスブルー / シルバーブラック

サイズ（W×H×D）: 約74.6mm×162mm×8.2mm

質量: 約182g

連続通話時間※1: 約1,440分

連続待受時間※1: 約350時間

電池容量: 4,000mAh

急速充電:
Qualcomm®Quick Charge™2.0（18W）
USB Power Delivery2.0（18W）

充電時間: 約130分（18W(9V/2A)のUSB PD/ACアダプター使用時）

OS: ColorOS 11 （based on Android™11）

内蔵メモリ: RAM 6GB / ROM 128GB

外部メモリ: microSDXC 最大1TB

SIMカードスロット※2:
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

SIMタイプ※3: nanoSIM / eSIM

アウトカメラ:

[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)

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

OPPO Reno5 A 製品仕様
オッポ リノファイブ エー

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

USBポート: 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

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

Bluetooth®: Ver.5.1

おサイフケータイ®: 対応

防水 / 防塵: IPX８・IP６X※4

FMラジオ: 対応（有線イヤホン装着時）

6つのおすすめポイント

新料金プランに
ぴったりなOPPO

詳しくはこちら

IP68防水防塵¥

FeliCa対応
おサイフケータイ®

Qualcomm®

 Snapdrgaon™765G

最大6,400万画素

4眼カメラ

¥

4,000mAh
急速充電対応

大画面
リフレッシュレート90Hz

90
Hz

約6.5
インチ

OPPOの製品に関するお問い合わせや相談サービスを提供しております。

OPPO Care
プレミアム
保証サービス

support.oppo.com/jp/
support.jp@oppo.com

0570-00-6776 受付時間 10:00～19:00(年中無休) 通話料はお客様負担となります


