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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（本社：韓国 www.lg.com）の日本法人、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：東京都港区）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）が展開

する au スマートフォンの冬モデルとして、「使いこなす」にこだわった新しいスマートフォン「isai（イサイ）」を、

2013 年 11 月下旬より発売します。 

 

「isai」は、LG エレクトロニクスと KDDI が共同で開発し、LG エレクトロニクスが KDDI に向けたオリジナルブラ

ンドとして展開します。 

LG エレクトロニクスの技術を活かし、デザインやユーザーエクスペリエンスにこだわったモデルで、性別・年齢

を問わず幅広いお客さまにご利用いただけます。 

 

ディスプレイ以外の余分な要素を排除した「狭額縁デザイン」や、シャープな直線と緩やかな曲線を強調する

「メタルフレーム」により、約 5.2 インチの大画面を搭載しながらも幅約 72mm、厚さ約 9.1mm の自然に手に馴染

むボディデザインを実現しました。 

 

また、ホーム画面を縦横にフリックするだけで、ニュース、トレンド情報、SNS、動画など、個別に各アプリを起動

することなくいつも新しい情報を写真や絵で見ることができる「isai スクリーン」を搭載。ホーム画面だけで簡単にさ

まざまな今の情報をお楽しみいただけます。 

  

さらに、LG エレクトロニクスのディスプレイ技術を活かした「IPS 液晶パネル」を採用した大画面、高精細の約

5.2 インチフル HD ディスプレイを搭載。歪みなく細部まで正確な色を捉え、きめ細やかで鮮明な美しい画像が大

画面でお楽しみいただけるほか、屋外など周囲が明るい場所でもディスプレイの反射による見づらさを防ぐ「高輝

度」も実現しています。 

 

 

 

 

 

「「「「使使使使いこなすいこなすいこなすいこなす」」」」にこだわってにこだわってにこだわってにこだわって LG とととと KDDI がががが共同開発共同開発共同開発共同開発 

新新新新スマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォン「「「「isai

イサイ

」」」」をををを au 冬冬冬冬モデルとしてモデルとしてモデルとしてモデルとして発売発売発売発売 
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■■■■「ｉ「ｉ「ｉ「ｉsaｉｉｉｉ LGL22」」」」のののの主主主主なななな特徴特徴特徴特徴■■■■ 

 

～～～～イガイなデアイをイガイなデアイをイガイなデアイをイガイなデアイを。。。。～～～～ 

 

 

◇◇◇◇持持持持ちやすさちやすさちやすさちやすさ。。。。画面画面画面画面のののの大大大大きさきさきさきさ。。。。どちらもどちらもどちらもどちらも叶叶叶叶えてしまうデザインえてしまうデザインえてしまうデザインえてしまうデザイン。。。。 

 LG エレクトロニクスと KDDI が共同開発した、au だけの「こだわり」のデザイン。 

 ディスプレイ以外の余分な要素を排除し、自然に手に馴染むグリップ感を与える「狭額縁デザイン」。 

約 5.2 インチの大画面を搭載しながら、幅約 72mm のボディを実現。 

 シャープな直線と緩やかな曲線で構成された厚さ約 9.1mm の薄型ボディフォルムをより強調するボディサイドの「メ

タルフレーム」。 

 深い艶と光沢が美しく、思わず手に取って触れたくなる印象を与える 4 色のカラーバリエーション。 

 LG エレクトロニクスと共同開発し、閉じただけで画面 OFF も可能な純正カバー「isai QuickCover™Case」も 4 色

のカラーバリエーションで提供。 

 

◇◇◇◇新新新新しいしいしいしい情報情報情報情報がいつもホームがいつもホームがいつもホームがいつもホーム画面画面画面画面にににに。。。。触触触触れるほどれるほどれるほどれるほど、、、、何何何何かがかがかがかが見見見見つかるつかるつかるつかる。。。。 

 ・個別に各アプリを起動しなくても、ホーム画面をフリックするだけでニュースやトレンド情報、SNS や動画などの最新 

  情報が得られる「isai スクリーン」。 

 au スマートパスからの重要なタイムライン情報を、システムバーの通知アイコンでお知らせする「お知らせ機能」。 

 ・ ディスプレイを 2 回タップするだけで画面 ON/OFF できる「ノックオン」。 

 ・ イヤホン接続時に、利用できるアプリや使用可能な関連機能を自動的におすすめする「プラグ＆ポップ」 

 ・ ランチャー画面にある多数のアプリアイコンが利用頻度に応じて色が変化。必要なものを素早く実行・選択できる 

   「アプリハイライト」。 

 ・ アドレス帳、カメラ、ギャラリーなど基本的なアプリで、使用頻度が低い項目の表示 ON/OFF 切り替えがワンタッチ 

   で可能な「クリーンビュー」。 

 
◇◇◇◇目目目目にににに映映映映るるるる世界世界世界世界にににに近近近近いいいい。。。。色色色色やややや光光光光をををを知知知知りりりり尽尽尽尽くしたくしたくしたくしたディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ。。。。 

 大画面約 5.2 インチ、高密度 423ppi のフル HD ディスプレイに「IPS 液晶パネル」を採用。 

 細部までシャープで鮮明な、より本来の色調に近い自然な色表現が可能に。 

 周囲が明るい場所でもディスプレイが反射して見づらくなることのない「高輝度」。 

 どの角度からも高精度な色彩を再現する「広視野角」。 

 

 

 

 

 

 

対応サービス・機能 

E メール（@ezweb.ne.jp） ● 赤外線 ● グローバルパスポート 

（LTE/GSM/GPRS/UMTS） 
● 

SMS ● Bluetooth®（ver.4.0） ● 緊急速報メール ● 

ワンセグ ● Wi-Fi テザリング（最大接続数 8 台） ● 防水（IPX5/IPX7 等級） ● 

フルセグ － Wi-Fi（IEEE 802.11 a/b/g/n/ac） ● 防塵 － 

おサイフケータイ® ● 4G LTE  

受信時最大速度 150Mbps※ 
●   

NFC ● WIN HIGH SPEED ● 
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＜製品画像＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「IPS」は（株）日立ディスプレイズの日本における登録商標です。 

※「microSDHC™」は SD Card Association の登録商標です。 

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

※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。 

※「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。 

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。また、150Mbps 対応エリアでの送信時最大速度は、12Mbps となります。 

 

 

 

以 上 

基本スペック 

商品名 isai LGL22 OS Android™ 4.2 

キャリア KDDI・沖縄セルラー電話（au） ディスプレイ 約 5.2 インチ IPS/FHD 

重量 約 145g（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 240 万画素/CMOS 

電池容量 2,500mAh サイズ 約 72（W）×144（H）×9.1（D）mm（暫定値） 

メモリ 約 32GB(ROM) 約 2GB(RAM) 連続通話/待受時間 検討中 

カラー ブルー、アクア、ホワイト、ブラック 外部メモリ microSDXC™（最大 64GB まで） 

 

＜ブルー＞ ＜ホワイト＞ ＜アクア＞ ＜ブラック＞ 
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製品製品製品製品・サンプルに・サンプルに・サンプルに・サンプルに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合せせせせ先先先先 
 

担当：LG 広報代理（共同 PR 株式会社）  

第 8 業務局 小林／下村 

Email: m-kobayashi@kyodo-pr.co.jp／yukiko.shimomura@kyodo-pr.co.jp 

TEL: 03-3571-5238（直通） FAX: 03-3571-5380 

 

報道関係者様報道関係者様報道関係者様報道関係者様のおのおのおのお問問問問いいいい合合合合せせせせ先先先先 
 

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: 03-3588-1917（直通） FAX: 03-3586-3984 

 

 

■LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社 会社概要 

社 名： LG Electronics Japan 株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 
本 社： 〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツインタワー本館 9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： ・「ホーム・エンターテインメント」 液晶テレビ・モニター、デジタルサイネージ等 

  ・「モバイル・コミュニケーション」 携帯電話（スマートフォン）、通信モデム等 

  ・「ホーム・アプライアンス」 洗濯機、ロボット掃除機等 

  ・「エネルギー・ソリューション」 ソーラーパネル等 

 

 

■LGエレクトロニクスについてエレクトロニクスについてエレクトロニクスについてエレクトロニクスについて 

LG エレクトロニクスは、コンシューマ・エレクトロニクス、モバイル・コミュニケーション、ホーム・アプライアンスのグローバ

ルリーダーおよびイノベーターとして、世界 113 の事業拠点に約 87,000人の従業員を擁しています。2012年の世界

市場の売上は 452億 2000万ドルで、「ホーム・エンタテイメント」、「モバイル・コミュニケーション」、「ホーム・アプライア

ンス」、「空調＆エネルギー・ソリューション」、「自動車部品」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、「2013 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。 

 

 

 


