
5.2インチフルHDディスプレイ 両面 2.5Dガラス

5.2インチフルHD搭載で、

持ちやすいコンパクトサイズ

HUAWEI nova liteは両面パネルにラウンドエッジ加工を施した2.5D曲面ガラ
スを採用し、自然で美しい形状は手にも優しくフィットする。



5.2インチフルHDディスプレイ

ディスプレイは高精細な5.2インチフルHD液晶を採
用。外観の究極の精巧さだけでなく、本体内部の構造
設計においても精巧さを極め、コンパクトで精緻でし
なやかで、手にとっていつまでも遊んでいたいアクセ
サリーのような美しさです。

両面を覆う2.5D曲面ガラス

2.5Dガラスのカーブについても細部まで見直しを行い、さまざまなアングルの美しさを総合的
に検証し、スクリーンの中心から縁に向けて緩やかに移行するデザインを採用。より流線型なラ

インは、スマホを手にとってみたいという気持ちにさせる。



高性能オクタコアCPUと 
3GB RAM

高速指紋認証システム 最適化された
ファイルシステム

優れたオーディオ技術

大容量バッテリーと高性能CPUで、

サクサク動く快適さ長続き

時間を気にせず遊びに集中。バッテリー持ちも、パフォーマンスも、ストレスフリーな使
い心地がずっと続く。

高性能オクタコアCPUと3GB RAM

ゲームを思う存分楽しめる。HUAWEI nova liteのKirin 655オクタコアCPUは16ナノメ
ートルの微細な製造プロセスにより、より強力な性能と、より低い消費電力を実現してい
る。3GB RAMと16GBのメモリーを搭載し、ヘビーに使ってもサクサクと軽快に動作す

る。



高速指紋認証システム

簡単便利にセキュリティーを確保。HUAWEI nova liteは先
進的な高速指紋認証システムを採用し、ワンタッチで素早く
ロック解除できる。指紋認証以外にも、シャッター動作など

片手操作にも使える多機能センサー。

最適化された

ファイルシステム

軽快な動作を実現するために、EMUI 5.0のファイルシス
テムは、ディスクの構成や読み書きと、ファイルへの保存
速度を最適化する。長期間端末を使用した後でも、速いス
ピードでアプリを開くことができる。

優れたオーディオ技術

音楽に没頭できる。HUAWEI nova liteはSWS 2.0 (Super 
Wide Sound) テクノロジーを搭載し、臨場感ある3Dオーディ
オを提供*。サラウンド音響効果で素晴らしい音質を楽しむこ
とができる。
イヤホンを装着時。



高い描写力1200万画素 1.25μm大型ピクセルのイ
メージセンサー

高速オートフォーカス パノラマも撮れる、800万
画素インカメラ

高性能カメラと美顔セルフィーで、

いつでもキレイに撮れる

1200万画素のメインカメラと高速フォーカスで、美しい一瞬を逃がさない。

高い描写力1200万

HUAWEI nova liteの1200万画素
セルのイメージセンサーと高性能な5
用し、どんな瞬間
撮影できる。



1.25μm大型ピクセルのイメージ
センサー

ほのかな明るさしかないシーンでも鮮明な画像が撮影でき
るのは、より受光面積の大きいイメージセンサーを採用し
たから。レストランやクラブで写真撮るときでも、明るさ

をよりきめ細かく感知して出力することができる。

0.3秒高速フォーカス

優れたフォーカス技術により移動する物体をすばやく、鮮
明に捉えることができる。約0.3秒高速フォーカスの像面位
相差オートフォーカス（PDAF）を採用。
当社ラボによる試験に基づくデータ。

さらに美しくなったセルフィー



高解像度の800万画素インカメラと独自の撮影モードで、
かんたんに美しく、いつでもベストな自分を撮影できる。

デザインと使い勝手を刷新

より速く、より美しい最新のインターフェース。エーゲ海
の風景からインスピレーションを得た、実用的で洗練され
たEMUI 5.0を搭載。妥協のない設計により素晴らしいユー

ザエクスペリエンスを提供。
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携帯電話
PC & タブレット
ウェアラブル
その他の製品
ストア
サポート

MENU
機能
スペック
インフォメーション
サポート
サイズ 高さ

約147.2 mm
幅
約72.94 mm
厚さ
約7.6 mm
重さ
約147 g

カラー ホワイト、ブラック、ゴールド
対応OS Android™ 7.0 Nougat / Emotion UI 5.0 
CPU Huawei Kirin655 オクタコア（4×2.1GHz+4x1.7GHz）
メモリ RAM:3GB / ROM:16GB / Micro‒SDスロット（最大128GB）
バッテリ 3,000mAh 
連続待受時間 LTE‒FDD:約531h / WCDMA:約670h / GSM:約524h ※1
連続通話時間 WCDMA:約21h / GSM:約36h ※1



ディスプレイ 5.2インチ, FHD（1920×1080ドット）, IPS
カメラ メインカメラ：1200万画素（開口部F2.2/AF/BSI）

インカメラ：800万画素（開口部F2.0/FF/BSI）
通信速度 （受信
時/送信時）

下り（受信時）最大150Mbps（LTE）※1
上り（送信時）最大50Mbps（LTE）※1

通信方式 FDD‒LTE : B1/3/5/7/8/19/28
TDD‒LTE : B40
W‒CDMA : B1/5/6/8/19
GSM : 850/900/1800/1900MHz
Wi‒Fi 802.11b/g/n準拠 (2.4GHz), Bluetooth® v4.1 with BLE
最大接続台数：8台

その他 SIM スロット：Nano SIM x 2
測位方式：GPS/AGPS/Glonass/Beidou
センサー：加速度, コンパス, 環境光, 近接, 指紋

本体付属品 ACアダプタ / USBケーブル / クリアケース / マイク付イヤホン / クイックスタートガイ
ド / 保証書

オプション品 －
※1 速度は LTE規格上の最大値。実効速度や使用時間はネットワーク側の規格、使用環境や電波状況、ご契約のSIMのサービ
ス内容により変動します。 
※ 画像はすべてイメージです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
※ 掲載商品の仕様・性能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。 
※ 本端末はFOMA SIMカード（3G通信のみのSIM）には対応しておりません。 
※ 本端末はKDDIの移動体通信網を利用した通信サービスには対応しておりません。 それらの通信サービスのSIM でのご利用
については、当社では一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 
※ Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。 
※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。 
※ Wi‒FiはWi‒Fi Allianceの登録商標です。 
※その他会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

製品
携帯電話
PC & タブレット
ウェアラブル
モバイルブロードバンド
ホームインターネット
ホームメディアデバイス
モジュール
サポート
サービスセンター
お客様サポート
修理規約
修理依頼兼同意書
付属品見積兼購入申込書
ニュース
ニュースとイベント



アワード
Huaweiについて
当社について
法人事業
通信事業
企業情報
免責事項
著作権について
問い合わせ
利用条件
プライバシーポリシー
クッキー
サイトマップ
日本

サイトマップ問い合わせ著作権について利用条件プライバシーポリシークッキーライセンス
©2017 Huawei Technologies Co. 1998‒2017. All rights reserved.




