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平成 26 年 10 月 27 日 

報道関係各位 

 

ＬＧエレクトロニクス・ジャパン株式会社 

 

LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役社長：李揆弘（リ・ギュホン） 本社：東京都

中央区）は、KDDI 株式会社（代表取締役社長：田中孝司 本社：東京都千代田区）、沖縄セルラ

ー電話株式会社（代表取締役社長：北川洋 本社：沖縄県那覇市）の冬モデルとして、au VoLTE

に対応する au オリジナルスマートフォン「isai VL」を、2014 年 12 月初旬より、全国一斉に発売し

ます。 

 

「isai」シリーズは、LG エレクトロニクスと KDDI の共同開発により生まれ、2014 年夏モデルの

「isai FL」からフル HD の約 1.8 倍の解像度と 538ppi を実現する「WQHD ディスプレイ」、本体を

振るだけで楽しめる新しいユーザインターフェース「isai モーション」を搭載し、ご好評をいただいて

いるスマートフォンです。 

 

「isai VL」は、au VoLTE に対応することで、高音質で安定した通話（注 1）をご利用いただける

ほか、操作中の画面のまま着信を受けての通話や、最大 30 人で同時通話（注 2）が可能といった

新たなサービスをご利用いただけます。 

 

なお、「isai」シリーズ専用のケース・カバーとして、「isai VL Quick Circle™ Case」を

Aqua/Black /Pink Gold の 3 色展開で、各所の KDDI/au 関連ショップにて 2014 年 11 月下旬

以降順次発売します。 

 

※1 au の 4G LTE エリア内で、au VoLTE 対応機種同士に限ります 

※2 「ボイスパーティー」（月額 300 円/税抜）もしくは「電話きほんパック(V)」（月額 400 円／税抜）のご加入が必要です 

別途、発信者には通話先に応じた通話料（人数分）が課金されます 

 

 

 

 

 

 

 

au VoLTE※1 に対応した新しい isai 

au オリジナルスマートフォン「isai
イサイ

 V L
ブイエル

」を 12 月初旬より全国で発売開始 

～高音質な通話で、最大 30 人で同時通話が可能な音声サービス「ボイスパーティー」※2も楽しめる！

～ 
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■「isai VL」の主な特徴 

～au VoLTE 対応 isai VL デビュー～ 

 

◇au VoLTE に対応した新しい isai 

・従来の通話（注 1）に比べ音声周波数帯域が 50Hz～7kHz と広いため、高音域をよりクリアに表現し、 

高音質な通話（注 2）が可能。 

・「VoLTE」による音声通話と同時に Web 閲覧、メールの送受信、地図閲覧などデータ通信が可能な 

コンカレント通信に対応。 

・「VoLTE」による音声通話中に、スマートフォンの画面を相手のスマートフォンに表示する「画面シンク」 

や、カメラで映している映像をリアルタイムに相手のスマートフォンに表示（中継）する「カメラシンク」、 

お互いの位置情報を地図上に表示する「位置シンク」、画面上で手書きの文字を共有できる 

「手書きシンク」など、日常の様々なシーンに活用いただける、新たなコミュニケーションサービス 

「シンクコール」に対応（注 3）。 

・発信者を含めて最大 30 人と同時に通話が可能な音声サービス「ボイスパーティー」に対応（注 4）。 

 

◇すこぶる綺麗。フル HD を超えた WQHD ディスプレイ 

・従来のスマートフォンの最高解像度であったフル HD の約 1.8 倍、HD の 4 倍の超高解像度を 

実現した WQHD ディスプレイ。生き生きとしたリアルな映像表示が可能に。 

・自然の色に近い再現力でコンテンツをさらに美しく、一つの画面を大勢で楽しめる広視野角で、 

大画面の迫力を屋外でも実感できる高輝度の AH-IPS 液晶パネルを搭載。 

・狭額縁設計により横幅を約 76mm に抑え、ラウンドフォルムを採用。約 5.5 インチの大画面でも 

手にフィットする持ちやすさを実現。 

 

◇振れば、出会う。驚きと、出会う。isai モーション 

・外出先でスマートフォンを振ると現在地周辺の au WALLET ポイントアップ店やグルメ、イベントの 

おトクな情報が入手できる。 

・ホーム編集画面で振ると、壁紙とアイコンが切り替わり、その時の気分に合わせてホーム画面を一瞬で 

イメージチェンジできる。 

・撮った写真を一覧表示のまま振ると、複数枚の画像が一枚の画像に編集され、手軽に写真の 

コラージュ編集ができる。 

・ホーム画面で本体を振るだけで、よく使うアプリが素早く起動できる（注 5）。 

・isai FL で好評の、タップするだけでスリープと画面ロックを解除できる機能「ノックコード」を搭載。 

 

◇利便性の高いハイスペックな機能 

・3GB の RAM を搭載したことで、読み書きなど圧倒的な高速処理が可能。 

・1,320 万画素のハイパフォーマンスカメラにより、フル HD の 4 倍にあたる 4K でより滑らかで、 

美しい映像を残せる。 

・ハイレゾ音源再生に対応し、CD を超えた高音質 24bit/192kHz までの WAV 形式など、音楽用 CD 

を超える高音質を楽しむことが可能。 

基本スペック 

商品名 isai VL LGV31 OS Android™ 4.4 

メーカー LG Electronics Inc. ディスプレイ 約 5.5 インチ AH-IPS/WQHD 

重量 約 154g（暫定値） カメラ 
メインカメラ：約 1,320 万画素/CMOS  

サブカメラ：約 130 万画素/CMOS 

電池容量 3,000mAh サイズ 
約 76（W）×145（H）×10.5（D）mm 

（暫定値） 

メモリ 約 32GB(ROM) /約 3GB(RAM) 連続通話/待受時間 
通話時間：約 1300 分 

待受時間：約 580 時間（LTE） 

カラー アクア、ブラック、ピンクゴールド  外部メモリ microSDXC™（最大 128GB まで） 
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対応サービス・機能 

E メール（@ezweb.ne.jp） ● 赤外線 ● WiMAX 2+ ● 

SMS ● Bluetooth®（ver.4.0） ● VoLTE ● 

ワンセグ ● Wi-Fi テザリング 

（最大接続数 8 台） 

● グローバルパスポート 

（LTE/GSM/UMTS） 

● 

フルセグ ● Wi-Fi（IEEE 802.11 a/b/g/n/ac） ● 緊急速報メール ● 

おサイフケータイ® ● 4G LTE  

受信時最大速度 150Mbps 

● 防水 ● 

NFC（情報取得/リンク） ● キャリアアグリゲーション ● 防塵 ● 

 

＜製品画像＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）4G LTE 対応スマートフォンにおける回線交換方式による通話 

（注 2）au の 4G LTE エリア内で、au VoLTE 対応機種同士に限ります 

（注 3）「シンクコール」の「シンク機能」は、2015 年 2 月以降提供予定 

（注 4）「ボイスパーティー」（月額 300 円/税抜）もしくは「電話きほんパック(V)」（月額 400 円／税抜）のご加入が必要です 

別途、発信者には通話先に応じた通話料（人数分）が課金されます 

（注 5）他の isai モーション機能と同時には使用できません 

＜アクア 表面＞ ＜ブラック 表面＞ ＜ピンクゴールド 表面＞ 

＜アクア 裏面＞ ＜ブラック 裏面＞ ＜ピンクゴールド 裏面＞ 
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製品・サンプルに関するお問い合せ先 
 

担当：LG 広報代理（電通パブリックリレーションズ）  

日高／眞砂（まさご） 

Email:y-hidaka@dentsu-pr.co.jp／f-masago@dentsu-pr.co.jp 

TEL: 03-5565-6766（直通） FAX: 03-3546-2017 

 

報道関係者様のお問い合せ先 
 

LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社 

広報担当：金 東建（キム・ドンゴン）／竜野 

Email: pr.jp@lge.com 

TEL: 03-5299-4644（直通） FAX: 03-5299-4699 

※「4G LTE」は、国際電気通信連合 (ITU) が LTE を「4G」と呼称することを認めた声明に準じております 

また、通信速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません 

お客さまのご利用環境、回線の状況などにより低下する場合があります 

※「Google」「Android」は、Google Inc. の商標または登録商標です 

※「miroSDXC」ロゴは SD-3C,LLC の商標です 

※「Wi-Fi」「Wi-Fi CERTIFIED」「Wi-Fi Alliance ®」は、Wi-Fi Alliance の登録商標です 

※「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, Inc.USA の登録商標です 

※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です 

 

 

 

※ LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から 

「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(英文表記：LG Electronics Japan Inc.)」に法人名を変更しています。  

 

■LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社概要 

社 名： LG Electronics Japan 株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 

本 社： 〒104-8301 東京都中央区京橋 2-1-3 京橋トラストタワー15 階 

U R L： http://www.lg.com/jp 

設 立： 1981 年 1 月 

代 表 者： 代表取締役社長 李揆弘（リ・ギュホン） 

事 業 内 容：      LG エレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は 4 事業の営業を展開 

＜ホーム・エンターテインメント＞液晶テレビ、AV 機器、モニター、クラウドモニター、 

広告・商業用パブリックディスプレイ、サイネージディスプレイ等 

＜モバイル・コミュニケーション＞ スマートフォン含む携帯電話、タブレット端末、 

モバイルデバイスアクセサリー等 

  ＜ホーム・アプライアンス＞ ロボット掃除機、寝具用掃除機等 

  ＜エアコンディショニング＆エネルギー・ソリューション＞太陽光発電モジュール等 

 

■LG エレクトロニクスについて 

LG エレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよ

びイノベーターとして、世界 119 の事業拠点に約 82,000 人の従業員を擁しています。2013 年の世界市場の売上

は 531 億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス」、「エ

アコンディショニング＆エネルギー・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の 5 事業からなり、薄型テレビ、携

帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。また、LG エレクトロニクスは、

「2014 エネルギースター・アワード」において「パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。詳しくは、

www.LG.com をご覧ください。 

 

 


