
濡れても落としても大丈夫※

使いやすい長持ちスマホ

※［防水について］IPX5/IPX7の防水性能。
　［耐衝撃について］MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではございません。



濡れても落としても大丈夫※

使いやすい長持ちスマホ
耐衝撃・防水・防塵設計※と、
長時間使えるバッテリー搭載。
安心して使えます。

やさしい操作感と表示。
スマートフォン初心者でも、
戸惑うことなく使えます。

濡れた手やグローブでの操作が
可能です。さらに高画質カメラや
歩数計などの機能も充実。

丈夫で長持ち、
ずっと付き合える。

スマホ初心者でも
ラクラク、
慣れ親しんだ使いやすさ。

シーンを選ばず
使えて快適。

防水

耐衝撃

防塵
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※［防水・防塵について］IPX5/IPX7の防水、IP5Xの防塵性能。 ［耐衝撃について］MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証する
ものではございません。 ※防水およびバスルームでの注意事項は10ページをご覧ください。 ※全ての濡れた状態での動作を保証する
ものではありません。 ※種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。 

ホワイト レッドブラック



丈夫で長持ち、ずっと付き合える。

電池持ち3日間以上
出張や旅行などの長時間の外出でも安心です。

キッチンやバスルームでも安心

万が一、落としても安心
ディスプレイが割れにくく、衝撃に強い構造です。厳しい性能
試験をクリアし、うっかり落としたときも安心です。

防水設計のため、水に濡れても
気にせず使えます。イヤホンマイク
端子、外部接続端子もキャップ
レス防水・防塵対応です。

米国国防総省の調達基準 MIL-STD-810G  耐落下衝撃規格に準拠

［耐衝撃について］MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではございません。
［防水・防塵について］IPX5/IPX7の防水、IP5Xの防塵性能。
※耐衝撃・防水・防塵の注意事項は10ページをご覧ください。

※キッチンでの使用時、バスルームでの使用時の注意事項は10ページをご覧ください。

※通話やメールの送受信など、想定されるお客さまの使用ケースを策定し、実際に端末を使って測定したもの
です（京セラ調べ）。

野外でも思う存分使える
チリやホコリで汚れても安心な防塵対応です。ガーデニング
やアウトドアスポーツなど、さまざまなシーンで使えます。

〈ガラスが割れにくいポイント〉
●キズに強い“強化ガラス”を採用。
●ディスプレイへの直撃を防ぐフチを
立てた設計。

汚れてしまっ
たら水で軽く
洗い流すこと
ができます。

耐衝撃

防 水

防 塵

強化ガラス
ディスプレイを
守るフチ
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わかりやすい表示

慣れ親しんだ操作

戸惑いがちな文字入力も、使い
慣れたケータイと同じ操作方法
で行え、すぐに使いこなすことが
できます。

ホーム画面 メニュー画面

スマホ初心者でもラクラク、
慣れ親しんだ使いやすさ。

見やすい大画面

小さな文字も見やすく表示
する、高精細の大画面で
す。写真や動画も楽しめ、
インターネットもストレス
なく閲覧できます。

ケータイ入力

5.0インチHD液晶

かんたんビギナーホーム
初めてスマートフォンを使う方でも直感的にわかるように、必要な情報とよく
使う情報をシンプルに配置したホーム画面です。

電話帳移行もスムーズ

機種変更時に電話帳や画像を移行するときも、赤外線通信なら操作も
かんたん。手早くデータ移行できます。

赤外線通信

着信に気づきやすい

10分以内に同じ電話番号から着信があった場合、着信音を徐々に大きく
お知らせすることで、大事な電話を逃しません。

ステップアップ着信

着信に気づけなかった場合に、不在着信を繰り返しお知らせします。
スヌーズ通知

便利なストラップホール
ストラップをつなげることもできる
ので、落下防止に役立ち、安心して
お使いいただけます。

ショートカット
よく使うアプリや連絡
先に素早くアクセス
できます。
5件まで登録可能。

お知らせ
不在着信や未読メール
の通知をわかりやすく
画面に表示します。

ストラップホール
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シーンを選ばず使えて快適。

超高速通信「SoftBank 4G LTE」と「SoftBank 4G」が使える
「Hybrid 4G LTE」対応で、快適に通信が楽しめます。

２つの超高速通信に対応

※ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなく
なる場合があります。 

※このアプリは6ヵ月間、無料で使用できます。7ヵ月以降、一部の機能は月額150円（税込）になります。
詳しくはhttp://www.mamoruzou.net/でご確認いただけます。

従来カットされていた高音域の音声もカバーし、よりクリアに聞こえます。

手袋をしたまま操作できる
ガーデニング時の軍手やバイクのグローブ
など、手袋をしたままでもストレスなく
操作できます。

約1, 300万画素高画質カメラとHDR
（ハイダイナミックレンジ）撮影で、明暗の差
がはっきりしている場所でもくっきりキレイ
な写真が撮れます。また、ピント合わせ
の速い像面位相差オートフォーカスを
採用し、シャッターチャンスを逃しません。

相手の声が聞きやすい
VoLTE※

※種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に
濡れた状態ではグローブ操作はできません。 

※VoLTEは、SoftBank 4G LTEエリアにて利用が可能となります。対応機種同士の通信でご利用が可能です。

素早く、キレイに撮れる

その他充実機能

歩数や消費カロリーをひと目で確認。目標設定
や履歴表示もでき、毎日の健康管理に役立ち
ます。

歩数計

アプリ使用の時間帯を曜日別に細かく設定でき、スマホ依存からお子さまを
守ります。また、居場所通知などの機能でお子さまの行動を見守ります。

スマホをお子さまに渡す必要がある場合に、
指定したアプリだけ、利用時間を区切って
お使いいただけます。

まもるゾウ®

子どもロック

Hybrid 4G LTE

画面が濡れていても使える
突然の雨やバスルームなど、画面や手が
濡れているときも使えるタッチパネル
ディスプレイを採用しています。
※IPX5、IPX7の防水性能 ※防水およびバスルームでの注意
事項は10ページをご覧ください。 ※全ての濡れた状態での
動作を保証するものではありません。

お子さま用のスマホとしても安心です（ （

歩数計の表示
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プロ野球や男子プロテニス、プレミアリーグ、リーガ・エスパ
ニョーラ、B.LEAGUEなど人気スポーツが生中継で見られる。

人気ゲームをはじめ、ツールからエンタメまで、スマートフォン
がもっと便利になる多彩なアプリ総額5万円以上が370円/
月でトリホーダイ！

200種類以上のライブ壁紙やホーム画面をまるごとカスタマ
イズできる機能で、その日のスタイルに合わせて楽しめます。
きせかえや動画などのディズニーコンテンツも使い放題。

人気スポーツの生中継が見放題！

超人気アプリ全部トリホーダイ！

あなたのスマホをまるごとディズニーに！

無料動画だけでなく都度課金や定額＆見放題プランなど幅広い
楽しみ方を提供。ドラマやアニメなど豊富な作品が楽しめる。

17万本以上の動画が楽しめる！

○濡れた手でも持てる、スタンド機能付きフリップケース 
○カード（1枚）を収納しても凹凸が気にならない「フラット
ポケット」を採用

※OSのバージョンにより一部ご利用いただけないアプリがございます。

©SoftBank HAWKS

※ 商品写真および画面はイメージです。内容は予告なく変更・終了する場合があります。

月額情報料：370円（税抜）

月額情報料：500円（税抜）

［主な仕様］

サイズ（W×H×D）
重量
連続通話時間※1

連続待受時間※2

電池容量
充電時間
プラットフォーム（OS）
CPU
メモリ

約72×143×10.6mm（突起部除く）
約142g

約1,320分（3G）/約1,300分（4G LTE）/
約630分（GSM）

約750時間（3G）/約620時間（4G）/
約660時間（4G LTE）/約750時間（GSM）

2,300mAh
約150分※3/約160分※4

Android™ 7.1
MSM8917（1.4GHz）クアッドコア
RAM：2GB/ROM：16GB

●国際電気通信連合（ITU）の声明に基づき、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対し、サービス名称として「4G」を使用しています。●LTEはETSIの
商標です。●ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。●一部の通信
において、通信の制御を行う場合があります。詳細はURL：http://www.softbank.jp/mobile/support/procedure/data_traffic/about/をご確認ください。
●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。●「Yahoo!」および
「Yahoo!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。●S!メールはソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。●「DIGNO」は、
京セラ株式会社の登録商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標
を使用する許可を受けています。●Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。●Google、Androidおよびその他のマークは、Google Inc. の商標または登録商標
です。●静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。動画手ブレ
補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。画像エフェクト技術には株式会社
モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの商標です。HDR（High Dynamic Range）技術には
「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。●microSDXCTMはSD-3C,LLCの商標です。●まもるゾウは株式会社
AXSEEDの登録商標です。●本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。Copyright © 2013 
E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.● Y's Sports Inc. All Rights Reserved. © Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.●その他の会社名
および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。●製品仕様は、本カタログ作成時であり、ソフトバンクのシステムの仕様変更等により、予告
なく変更される場合があります。●印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●画面の表示は全てイメージです。●このカタログの内容は2017
年6月現在のものです。

外部メモリ
ディスプレイ

カメラ

防水
防塵
耐衝撃
Wi-Fi®

Bluetooth®

テザリング

アウトカメラ

インカメラ

microSDXC™（最大256GB）
約5.0インチHD液晶

有効画素数約1,300万画素CMOSカメラ
（AF/手ブレ補正付き）

有効画素数約200万画素CMOSカメラ
IPX5/IPX7
IP5X
MIL規格準拠
IEEE802.11 b/g/n（2.4GHz 対応） 
Ver.4.2
○

■付属品：お願いとご注意/クイックスタート/保証書　■オプション：ACアダプタ/USBケーブル
※1 連続通話時間とは、充電が充分にされていて、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
※2 連続待受時間とは、充電が充分にされていて、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。また使用環境（充電状況、
気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

※3 Quick Charge 2.0対応ACアダプタの時、充電時間は約150分になります。
※4 共通充電器1.0Aの時、充電時間は約160分になります。

© 2017 KYOCERA Corporation

【防水について】IPX5:内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水に
よっても、電話機としての性能を保ちます。IPX7:常温で、水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内
部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。※石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。また、
高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。全ての濡れた手での動作を保証するものではありません。また、精度については個人差があります。
電話機本体が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。【防塵について】IP5X:直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った
装置に電話機を8時間入れて撹拌（かくはん）させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。※砂浜などの上に置かな
いでください。汚れた場合、すぐに常温の弱めの水道水で洗い流してください。ブラシやスポンジ洗剤などを使用しないでください。【耐衝撃について】米国
国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure lVに準拠した規格において、高さ1.22mからの合板（ラワン材）に製品を26方向で落下
させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではございません。＜バスルームでの使用について＞浴槽に浸けたり、落下させたりしな
いでください。また、水中で使用しないでください。石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉水には浸けないでください。温水シャワーを直接当てないでくだ
さい。高温のお湯をかけないでください。バスルームへの長時間の持ち込みはお避けください。周囲温度5℃～35℃（ただし、36℃～40℃であれば一時的な
利用は可能です。）、湿度35％～90％の範囲で使用してください。

ソフトバンク株式会社
カスタマーサポート総合案内

◎ソフトバンク携帯電話から　157（無料）※
◎一般電話から　0800-919-0157（無料）※
◎海外から　ソフトバンク国際コールセンター 
 +81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

※海外からはご利用できませんのでご了承ください。

［アップ パス］

最新のサービスに対応

RILEGA Stand Flip for DIGNO® G

■画面の反射を抑え、文字や写真・動画がくっきり見やすい低反射保護フィルムもラインアップ

［ギャオ］

［ディズニースタイル］
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