
 

LGエレクトロニクス･ジャパン株式会社 

〒104-8301東京都中央区京橋 2-1-3京橋トラストタワー15階 

https://www.lg.com/jp 

【プレスリリース】 
平成 30年 11月 22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 仁奎（イ・インギュ） 本社：東京都 

中央区）は、専用のスタイラスペン（タッチペン）を内蔵したスマートフォン「LG Q Stylus」を発売しま

す。 

楽天株式会社（代表取締役会長兼社長：三木谷 浩史 本社：東京都世田谷区）の「楽天モバイ

ル」において、11月 22日（木）午前 10時からオンラインで、SIMカードとのセット販売および機種変

更の受付を開始します。なお、「LG Q Stylus」は、当社が「楽天モバイル」で発売する初めてのモデ

ルとなります。 

 

「LG Q Stylus」は、高精細かつ高い色再現の約 6.2 インチ大画面に、専用のスタイラスペン（タッ

チペン）を内蔵したスマートフォンです。細いペン先でピンポイントにタッチすることで、これまで指先

で行っていたボタンの選択や、メモやイラストの手書きもスムーズに操作ができます。本体下部にスタ

イラスペンが収納できるようになっているため、紛失しづらく、使いたいときに簡単に取り出せます。 

 

また、充実したカメラ機能や、「防水※1」「防塵※2」「耐衝撃※3」にも対応。約 3,300mAhの大容量

バッテリーは急速充電が可能。さらに、「LG Q Stylus」を外部のモバイル機器に接続すると、モバイ

ルバッテリーとして充電（給電）することができる「おすそわけ充電」機能もあり、万が一の場合も安心

です。 

見やすい大画面とスタイラスペンにより使いやすさを追求し、初めてスタイラスペンを使ってみたい、

という方にも手に取りやすいスペックと価格になっております。 

 

なお、発売を記念し「楽天モバイル」では、「LG Q Stylus」が 3,000円割引になる「LG Q Stylus

発売記念キャンペーン」を開催します。キャンペーンの詳細は「楽天モバイル」のホームページをご

覧ください。https://mobile.rakuten.co.jp/product/lgqstylus/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大画面とペン操作で、使いやすさと抜群のコストパフォーマンスを実現 

LG初、スタイラスペン内蔵スマートフォン「LG Q Stylus」を発売 

本日 11月 22日（木）より楽天モバイルでオンライン受付開始 

https://mobile.rakuten.co.jp/product/lgqstylus/
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■主な特長 

大画面で見やすく、ペン操作で使いやすい。快適なスマホ体験を。 

スタイラスペンが内蔵されていることで、様々なことが便利に。 

①指先より細いペン先でピンポイントに操作できる 

②いつでもどこでも、気軽にメモがとれる 

③ペンで操作すれば、指紋で画面が汚れにくい 
 

また、思いついたことを、その場で書き留められるメモ機能以外にも、 

GIFの作成やイラストなど、指先では難しい作業も思いのままに。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LGの技術力を活かした高精細縦長大画面 

高精細かつ高い色再現の約 6.2 インチ大画面と、

狭額縁の「フルビジョン」が没入感の高い 

迫力の映像体験を演出。また、縦横比 18：9の 

縦長な画面が SNSやショッピングサイトなどの 

閲覧を快適にします。 

 

 

 

 

 

ペンを引き出すだけ 
 
OFF の状態でも画面にメモが 

書き込めます。 

＜画面 OFF メモ＞ ＜Pop Memo＞ 

付箋のように 
いつでも見られる 
スマホを操作している時でも、 

気になった事をさっとメモして 

画面上に残せます。 

＜Q メモ+＞ 

画像にも気軽にメモ 
 

写真・スクリーンショットの 

補足やデコレーションなど
に幅広く使えます。 

＜GIF キャプチャ＞ ＜カラーリングブック＞ ＜スクラッチアート＞ 

動画から GIF をかんたん作成 
 
撮影した動画や画像を GIF に 

変換。編集・シェアも出来ます。 

好きな写真のぬりえも楽しめる 
 

線画に変換した写真やイラストを 

好きな色に着色できます。 

鮮やかポップなアートが
描ける 
まるで削り絵のようにペン
の軌跡に鮮やかな色彩が 

現れます。 

※画像はイメージです 
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充実したカメラ機能 

「スナップショット」や「グリッドショット」など、画像

加工アプリがなくても「SNS映え」を気軽に楽し

める、様々な機能を搭載。 

サブカメラにも、ピントを被写体に合わせて、 

背景ぼかしが簡単にできる「ポートレート」機能や、

スライダーを動かすだけで肌の明暗を調整でき

る「美肌モード」などを搭載しています。 

 

 

 

「防水※1」「防塵※2」「耐衝撃※3」に対応 

IPX5/8の防水、IP6Xの防塵に対応。米国国防総省制定MIL規格（MIL-STD-810G）14項目 

をクリア。水滴や砂ぼこりがあるアウトドアでも安心して使えます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1: IPX5 とは、内径 6.3mmの注水ノズルを使用し、約 3mの距離から 12.5L/分の水を最低 3分間注水する条件であらゆる

方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。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ることを意味します 

※2： IP6X とは、保護度合いをさし、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の塵埃が侵入しない機能を有することを意味します 

※3： ［MIL規格準拠について］米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）の 14項目●低圧動作：連続 1時間（57.2kPa/

高度約 4,572m相当）の低圧動作●高温動作：動作環境（43℃で連続 4時間）●高温保管：保管環境（63℃で連続 4時間

の高温耐久試験）●低温動作：動作環境（－21℃で連続 4時間）●低温保管：保管環境（－33℃で連続 4時間の低温耐久
試験）●温度衝撃：－21～43℃の急激な温度変化を 2時間周期で 3回繰り返す温度耐久試験●太陽光照射：連続（24時
間最大光量 1,120W/㎡（最高温度 49℃）の日射を 3日間繰り返す試験）●風雤：降雤量 2cm/hour、15分間の降雤試験●

湿度：連続 15日間（湿度 88～59%、温度 31～41℃）の高湿度試験●塩水噴霧：連続 24時間の塩水噴霧後、24時間乾
燥を 4日間繰り返す塩水耐久試験●粉塵：連続 6時間（風速 8.9±1.3m/sec、濃度 10±7g/㎥）の粉塵試験●浸漬：約
1±0.1mの水中に 30分間浸漬する試験●振動：3時間（3方向各 1時間/20～2,000Hz）の振動試験●衝撃：高さ 1.22m

から 10方向へ落下試験 本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用にあたって、すべての状況での
動作を保証するものではありません。お客さまの取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります 

 

 

旅先でも安心の大容量バッテリー 

バッテリー容量はたっぷりであんしんの約 3,300mAh。USB Type-C 対応で急速充電にも対応して

います。 

 

モバイルバッテリーとして充電（給電）可能 

「LG Q Stylus」をモバイルバッテリーとして、 

充電（給電）ができます。 

USB Type-C などのケーブルで外部のモバイル機器

に接続すると、「おすそわけ充電」が可能に。 

万が一の場合も安心です。 
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■主な仕様 

 
※1 ： 外部メモリは全ての動作を保証するものではありません 

※2 ： ワンセグ放送は利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。ワンセグ放送の視聴には、同梱の 

アンテナケーブルが必要です。ワンセグ放送の受信状態をよくするためには、アンテナを十分引き伸ばしてください 

※3 ： IPX5 とは、内径 6.3㎜の注水ノズルを使用し、約 3mの距離から 12.5ℓ/分の水を最低 3分間注水する条件であらゆる 

方向から噴流を当てても通信機器としての機能を有することを意味します 

※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ることを意味します 

※5 ： IP6X とは、保護度合いをさし直径 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の塵埃が侵入しない機能を有することを意味します 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本スペック 

カラー モロッカンブルー/ ラベンダー 

サイズ（高さ×横幅×厚さ） 約160㎜×約78㎜×約8.5㎜ 

質量 約172g 

OS AndroidTM 8.1 

CPU SDM450 オクタコア（1.8Ghz） 

メモリ/ ストレージ（RAM / ROM） 3GB / 32GB 

外部メモリ最大対応容量※1 microSDXCTM（400GB） 

バッテリー容量 約3,300mAh 

ディスプレイ 
サイズ（インチ）/ 表示方式 約6.2インチ（18：9）TFT液晶 

解像度 2,160×1,080ドット FHD+ 

カメラ 

メインカメラ 約1,600万画素 

サブカメラ 約800万画素 

手ブレ補正・軽減（静止画/ 動画） ◎ / ◎ 

オートフォーカス（静止画/ 動画） ◎ / ◎ 

通信 

VoLTE対応（docomo / au） ◎ / ◎ 

Wi-Fi規格（iEEE802.11） a/b/g/n/ac 

Wi-Fiテザリング 8台 

Bluetooth®通信（対応バージョン） ◎（Ver4.2） 

便利機能 

テレビ ワンセグ※2 

おサイフケータイ®（Edy対応） － 

NFC － 

防水/ 防塵 ◎（IPX5※3/ IPX8※4）/ IP6X※5 

緊急速報機能 ◎ 

その他 

生体認証 指紋認証 

セット購入時SIMサイズ nanoSIM 

USB規格 Type-C 

ラベンダー モロッカンブルー 
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製品・サンプルに関するお問い合せ先 
 

担当：LGエレクトロニクス・ジャパン広報事務局（株式会社サステナブル内） 
今村／牛原／大津 

Email:lg-pr@sustainable.co.jp 

TEL: 03-3376-6675（直通） FAX: 03-3376-6663 

 

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：阿部／金 東建（キム・ドンゴン） 
Email: pr.jp@lge.com 

TEL: 03-5299-4603（直通） FAX: 03-5299-4699 

 

 

※microSDXCT Mは、SD-3C,LLCの商標です。 

※Bluetoothは、Bluetooth SIG,inc.USAの登録商標です。 

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 

※“Android”“Google Chorme”“YouTube”は、Google LLCの商標または登録商標です。 

 
 

※本仕様は予告なく変更される場合があります 

※画像はすべてイメージです 

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です 

 

※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： https://www.lg.com/jp 

設 立： 1981年 1月 

代 表 者： 代表取締役社長 李 仁奎（イ・インギュ） 

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 5事業の営業を展開 

＜ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション＞洗濯機、掃除機、衣類リフレッシュ機等 

＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、モニター、ノートパソコン、ブルーレイプレイヤー、 

ホームプロジェクター等 

＜モバイル・コミュニケーション＞スマートフォン、タブレット端末、モバイルアクセサリー等 

             ＜ビークル・コンポーネンツ＞車載用機器等 

             ＜ビジネス・トゥー・ビジネス＞デジタルサイネージ、ソーラー事業等 
 

■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 100以上の事業拠点に約 74,000人の従業員を擁しています。

2017年の世界市場の売上は 554億ドルで、「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・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」、「ビジネス・トゥー・

ビジネス」の 5 事業からなり、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。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。 

 

 

 

 

 


