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「LG デュアルスクリーン」による 2 画面スマートフォンの第 3 弾！
“あなたはどっち派？” 1 画面か 2 画面かを購入時に選べるように

5G 対応「LG VELVET」を NTT ドコモから 12 月下旬より発売
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：李 栄彩（イ・ヨンチェ） 本社：東京都
中央区）は、株式会社 NTT ドコモの新商品として、5G 対応スマートフォン「LG VELVET（エルジー・
ベルベット）｣を 2020 年 12 月下旬より発売します。
当社が日本で展開する 2 画面スマホの第 3 弾となる、「LG VELVET｣。
これまでの 2 画面スマホは、本体の「メインスクリーン」と同じサイズのディスプレイを搭載した専用ケ
ース「LG デュアルスクリーン」とセットでご購入いただいておりましたが、今回はその「LG デュアルス
クリーン」の同梱有無を、購入時に選べるようになりました。1 画面だけで十分という方は本体のみを、
1 画面も 2 画面も両方使用したいという方は「LG デュアルスクリーン付」を購入することで、ご希望に
合わせて選択いただけます。
「LG VELVET｣の特長は、まず、大迫力のコンテンツを体感するためのディスプレイとサウンドで
す。5G によってより身近なものになった、高画質かつ高音質な動画コンテンツも、まるで映画館の巨
大なスクリーンを思わせるような、縦横比約 20.5: 9 の約 6.8 インチ大画面有機 EL ディスプレイで視
聴でき、さらに「LG 3D サウンド」により、映像に合わせた最適な音響も楽しむことができます。
そして人間工学に基づいて設計された、ボディデザインも特長です。大画面でありながら、手に心
地よくフィットし、軽く感じる快適さと、洗練された美しいデザイン性を両立しています。
カラーは、「オーロラグレー」と「オーロラホワイト」からお選びいただけます。
さらに、カメラ機能も、光をより多く取り入れるピクセルビニング機能で、暗い場所を明るく撮影できる
高感度カメラのメリットを兼ね備えた、約 4800 万画素の高解像度カメラの他、広角カメラなどを加えた
トリプルカメラを搭載。
十分なスペックと、洗練されたデザイン性を兼ね備えながら、手に取りやすいスタンダードモデルと
して、5G デビューにおすすめの製品です。

「オーロラグレー」 「オーロラホワイト」

LG エレクトロニクス･ジャパン株式会社
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■LG VELVET の主な特長
①ディスプレイ＆サウンド
～大迫力の映像と音響を 5G の高速通信で～
5G で身近になる高画質な動画を
鮮やかな大画面と最適な音響で楽しめます。
【約 6.8 インチの有機 EL ディスプレイ】
映画館の巨大なスクリーンを思わせるような、臨場感あふれる縦横比約 20.5：9 の大画面有機 EL
ディスプレイ。その色鮮やかで高精細な画面表示により、様々な映像コンテンツをこれまでにない
没入感で楽しめます。
【LG 3D サウンド】
動画の再生時に、その映像に合わせた最適な音響効果を自動もしくは手動で選択できるので、
様々なジャンルの動画を高音質で楽しめます。

②デザイン ～軽くて持ちやすい大画面スマホ～
人間工学に基づきデザインされたボディに、約 6.8 インチの大画面を搭載した「LG VELVET」は
手にフィットし、軽く感じる快適さと、洗練されたデザインの両立を実現しました。
【3D アークデザイン】
ボディ側面を緩やかにカーブさせた
「3D アークデザイン」を採用。
背面カバーも同じ角度で曲げることで持ちやすく、
手に馴染むグリップ感で快適に操作できます。
【レインドロップカメラ】
デザインのアクセントとなる「レインドロップカメラ」は、水滴の落ちる様子をモチーフに。
ガラス層の下にカメラを配置する、こだわりの「アンダーグラス」加工を施した背面カバーで、表面
が滑らかで洗練されたデザインを実現しました。
③カメラ ～撮影も編集も簡単な高解像度カメラ～
光をより多く取り入れるピクセルビニング機能 ※で、暗い場所を明るく撮影できる高感度カメラのメリット
を兼ね備えた、約 4800 万画素の高解像度カメラの他、広角カメラなどを加えたトリプルカメラを搭載し
ています。 ※ピクセルビニング機能を利用して撮影する際は、約 1200 万画素での撮影となります
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■1 画面と 2 画面、“あなたはどっち派？”
購入時に「LG デュアルスクリーン」の有無を選べるようになりました！
当社のこれまでの 2 画面スマホは、本体の「メインスクリーン」と同じサイズのディスプレイを搭載した専用
ケース「LG デュアルスクリーン」とセットでご購入いただいておりましたが、今回はその「LG デュアルスクリ
ーン」の同梱有無を、購入時に選べるようになりました。
1 画面だけで十分という方は本体のみを、1 画面も 2 画面も両方使用したいという方は「LG デュアルス
クリーン付」を購入することで、ご希望に合わせて選択いただけます。

専用ケース「LG デュアルスクリーン」

左「グレー」、右「ホワイト」

2 画面スマホは、新しい生活様式にこそ大活躍！
テレワークもマルチタスクで快適に！
「LG デュアルスクリーン」に LG VELVET 本体を装着すると、ディスプレイも楽しみ方も 2 倍に。
「2 つのアプリで自在にマルチタスク」や「大画面で WEB 閲覧」で、革新的なスマホライフをお楽しみ
いただけます。

【リモートワーク】
1 画面ではビデオ会議の映像を、もう 1 画面では資料
を表示するなど、これまで PC 頼りだったオンライン会
議も、2 画面スマホならいつでもどこでも快適に参加
できます。

【オンライン授業】
1 画面で授業を視聴しながら、もう 1 画面ではメモや
調べ物など、授業と記録をスマホ 1 台で両立すること
ができます。

【スマホゲーム】
1 画面ではゲーム画面を、もう 1 画面はコントローラー
に。使い慣れたゲーム機で遊ぶように、快適にプレイ
できます。
※Bluetooth コントローラー対応のアプリに限ります

【ビジネス】
1 画面ではニュース検索を、もう 1 画面で株式チャー
トを。これまでのスマホでは苦手だったマルチタスク
も、アプリ＆ブラウザの 2 画面使いで、ストレスフリー
に、スピーディーに！
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※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 李 栄彩（イ・ヨンチェ）
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、冷蔵庫、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、ブルーレイプレイヤー等
【モバイル・コミュニケーションズ】
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ト・ソリューションズ】
車載用機器等
【ビジネス・ソリューションズ】
モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、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、家電やモバイル製品をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、
世界中に事業拠点を持ち、約 74,000 人以上の従業員を擁しています。
2019 年の世界売上高は 530 億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「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」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネ
ス・ソリューションズ」の 5 事業を展開。テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、モバイルデバイス、デジタルサ
イネージ、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電メーカーです。
また、プレミアム家電ブランド「LG SIGNATURE」や、独自開発の人工知能技術「LG ThinQ」などを展
開しています。詳しくは、www.lg.com をご覧ください。
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）
塩崎／大津 Email:lg-pr@sustainable.co.jp
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
Email: pr.jp@lge.com
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