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The gaming entertainment Xperia™
豊富なゲームを快適に楽しめる
PlayStation™Certifiedスマートフォン、『Xperia™ PLAY』の開発について

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社（所在地︓東京都港区 代表取締役社長︓仲井一雄）は、
『Xperia™(*1) PLAY』を開発、株式会社NTTドコモより、ドコモスマートフォンXperia™ PLAY SO-01Dとして、 2011年10月～
11月に発売を予定しています。

『Xperia™ PLAY』は、Android™(*2)搭載携帯端末上で初代「プレイステーション」等のゲームをお楽しみいただくための株式
会社ソニー･コンピュータエンタテインメントによるライセンスプログラム、PlayStation™(*3)Certifiedを世界で初めて取得
（＊）したスマートフォンです。ハードウェアには、ゲーム操作に快適な方向ボタンや△○×□ボタン、タッチパッドなどを搭載
したゲームキーパッドを採用、タッチスクリーンのみでは難しかったさまざまな操作が可能になりました。また、プリインスト
ールした「クラッシュ・バンディクー®(*4)」や「みんなのGOLF®(*5) 2」など5タイトルのほか、初代「プレイステーション」
等のゲームをラインナップしたPlayStation®Storeや、『Xperia™ PLAY』向けに最適設計されたゲームを楽しめる「Xperia™
PLAY Game Launcher」、Androidマーケット™(*2)などで、カジュアルゲームから大ヒットゲームまでさまざまなタイトルをご
入手いただけます（＊）。

*9月14日時点、ソニー･エリクソン調べ
*別途パケット通信料がかかります。また、アプリケーションによっては、自動的にパケット通信を行う場合があります。
紹介しているアプリケーションは一部有料のアプリケーションが含まれる場合があります。

また、Xperia™シリーズならではのミュージックプレイヤーやTimescape™(*1)、Facebook(*6) insideによるSNS連携により、ス
ムーズなコミュニケーションをお楽しみいただけます。その他、音声入力にも対応した文字入力アシスト機能「POBox(*7)
Touch 4.3」も搭載しています。

主な特長

1) ゲームを快適に楽しめるゲームキーパッドを搭載

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントによるライセンスプログラム、PlayStation™Certifiedを世界で初めて取得
しました。Xperia™でPlayStation™Certified向けのゲームを快適にお楽しみいただけます。

* 全てのタイトルがご利用できるわけではありません。



    

 

        
          

    

 

   

 

       

       

         

           

     

 

  

 

 

    

   

ゲーム操作に快適な方向ボタンや△○×□ボタン、タッチパッドなどを搭載したゲームキーパッドにより、これまでのタッチス
クリーン操作のみでは難しかったさまざまな操作が可能になりました。

高精細なグラフィックをスムーズに描写するAdreno 205をGPUに採用。また、ステレオサウンドにも対応しました。 

2)豊富な種類のゲームを、さまざまな方法で手軽に入手可能

「クラッシュ・バンディクー®」や「みんなのGOLF® 2」など5タイトルをプリインストールしました。

初代「プレイステーション」等のゲームタイトルをラインナップしたPlayStation®Storeに対応しました。名作タイトルなどを
ご購入いただけます。

『Xperia™ PLAY』向けに最適設計されたゲームを管理・購入できるウィジェット「Xperia™ PLAY Game Launcher」を搭
載。さまざまなゲームメーカーが提供するゲームの中から、『Xperia™ PLAY』に対応したソニー･エリクソンお薦めのゲーム
を常時40タイトル程度ご紹介する予定です。 

Androidマーケット™では豊富なタイトルの中からさまざまなゲームをダウンロードいただけます。 

* ゲームキーパッド非対応のタイトルも含まれます。 

3) Xperia™ならではの充実したエンタテインメント機能

ソニー･エリクソン独自のミュージックプレイヤーでは、楽曲再生中に「infinite（インフィニット）ボタン」を押すと、 

Wikipedia上の再生中のアーティスト情報や、Google(*2)上の楽曲の歌詞情報、YouTube™(*2)上のコンテンツに簡単にアクセ
スできます。

コミュニケーションを一元表示するソニー・エリクソンの独自機能「Timescape™」を搭載。FacebookやTwitter(*8)、 

mixi(*9)、SMS、不在着信などを時系列で表示、スムーズにコミュニケーションを楽しめます。

「Facebook inside」に対応。ミュージックプレイヤーやギャラリーなど、さまざまな機能がFacebookと連携し、楽しさが広
がります。

快適な文字入力をサポートする、ソニー･エリクソン独自の入力アシスト機能「POBox Touch 4.3」を搭載。音声入力にも対応
しています。 

510万画素のオートフォーカスカメラを搭載。720pのハイビジョン動画撮影にも対応しています。 

*1) 「Xperia」、「Timescape」、「TrackID」は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。 

*2) 「Android」、「Androidマーケット」、「Googleマップ」、「Gmail」、「Googleトーク」、「YouTube」は、Google Incの商標
または登録商標です。 

*3) 「PlayStation」、「プレイステーション」は、株式会社ソニー･コンピュータエンタテインメントの商標または登録商標です。 

*4) "CRASH BANDICOOT" is a registered trademark of Universal Interactive Incorporated. 
©1996 Universal Interactive Studios, Inc. Source Code;1996 Naughty Dog, Inc. All rights reserved. 

*5) ©1999 Sony Computer Entertainment Inc. 

*6) 「Facebook」は、Facebook,Inc.の商標または登録商標です。 

*7) 「POBox」および「make.believe」は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。「POBox」は、株式会社ソニー･コンピュー
タサイエンス研究所とソニー･エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。 

*8) 「Twitter」は、Twitter,Inc.の商標または登録商標です。 

*9) 「mixi」は、株式会社ミクシィの登録商標です。 

*10) 「Snapdragon」は、Qualcomm社の商標です。 

*11) 「Media Go」は、Sony Electronics Inc.の商標または登録商標です。 

*12) 「spモード」、「WORLD WING」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。



  

   

                  
                 

        
                 

                  
  

   

      

 

                   
                  

        

                  
                   

  

*13) 「BeeTV」は、エイベックス・エンタテインメント株式会社の登録商標です。

*14) 「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, INC.の登録商標であり、ソニー・エリクソンはライセンスに基づいて使用しています。

*15) 「Microsoft Word」、「Microsoft Excel」、「Microsoft PowerPoint」は、米国MicrosoftCorporationの米国およびその他の国におけ
る商標または登録商標です。

*16) 「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

© 2010 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft, the Gameloft logo, Real Football and Asphalt are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or
other countries. All manufacturers, cars, motorbikes, names, brands and associated imagery featured in the Asphalt 6: Adrenaline mobile game
are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners.
© Marvel, Spider-Man and all related characters and the distinctive likenesses thereof are trademarks of Marvel Entertainment, LLC and its
subsidiaries and are used with permission. TM & © 2010 Marvel Entertainment, LLC and its subsidiaries. Licensed by Marvel Characters B.V.
www.marvel.com. All rights reserved.

主な仕様
   

 

製品名 Xperia™ PLAY SO-01D

外形寸法 高さ約 120mm × 幅約 62mm × 厚さ約 16.4mm

質量 約175g

連続通話時間 音声時（3G/GSM）約 340分/約450分

連続待受時間 静止時（3G/GSM）約480時間/約300時間

液晶 フルワイドVGA TFT液晶

ディスプレイ
サイズ 約4.0インチ

発色数 16,777,216色 

解像度（ドット数） 480 ×854ドット（横×縦）

電話帳
件数 上限なし（内部メモリサイズによる）

電話番号 上限なし（内部メモリサイズによる）

メール
受信保存件数 上限なし（内部メモリサイズによる）

送信保存件数 上限なし（内部メモリサイズによる）

OS Google Android 2.3 

内蔵メモリ RAM 512MB ROM 1024MB

プロセッサ Snapdragon(*10) MSM8255 1GHｚ 

ソニー・エリクソンオリ
ジナルソフトウェア

Timescape™、TrackID™(*1) など

PC連携ソフトウェア PC Companion、Media Go™(*11) 

主なソフトウェア Google提供 Googleマップナビ、Androidマーケット™、Googleマップ™(*2)、Gmail™(*2)、 

プリインストールソフト Google検索、Googleトーク™(*2)、Google音声検索、YouTube™、ギャラリーなど

NTTドコモ提供 ドコモマーケット、spモード™(*12)メール、BeeTV®(*13)、ドコモ地図ナビ、ドコ
プリインストールソフト モあんしんスキャン、 2Dfacto、E★エブリスタなど



 

  

 

 

  

  

主な仕様

 センサータイプ   CMOS 

カメラ有効画素数 約510万画素
 インカメラ有効画素数 約30万画素

静止画(JPEG)

記録サイズ 5MP 4:3／3MP 4:3／2MP 4:3／1MP 4:3／VGA 4:3 

自動シーンセレクション ○

オートフォーカス ○

カメラ機能  ズーム（最大） デジタル約16倍 

フラッシュ  ○

動画(MP4)

記録サイズ HD(720p)/ QVGA/VGA/QCIF

フレームレート 最大30fps  
シーンモード ○

オートフォーカス ○

フラッシュ ○

日本語変換エンジン POBox Touch 4.3 タッチパネル 静電式

入力方式
QWERTY/12キー/ 
50音キー

 

外部メモリ microSDHC（最大32GB 対応）

ハイスピードFOMA 
(HSDPA/HSUPA)

◯ WORLD WING®(*12)（3G＋GSM） ◯

緊急速報エリアメール ◯
ドキュメントの閲覧（Word/Excel®(*15)/ 
PowerPoint®(*15)） ◯

 

自動時刻補正機能 ◯ GPS ◯
spモード™ ◯ ドコモマーケット ◯
Bluetooth(*14) ◯ Wi-Fi(*16)（IEEE802.11b/g/n） ◯
テザリング ◯ microUSB ◯

主な対応言語
日本語、中国語簡体字、中国語繁体字、チェコ語、オランダ語、英語（英国）、英語（米国）、フランス語、
ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語

カラーバリエーション Black（ブラック）  

 

 

※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。閲覧日と情報
が異なる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

 

 




