
※2013年4月1日現在に発売されている防水対応スマートフォンにおいて。（株）ネオ・マーケティング調べ。

94g世界最軽量防水スマホ※

片手で使いやすい
オールイン ワン



世界最軽量 9 4 g ※の D I G N O  R 、デビュー。

軽やかボディで、幅60mmのコンパクトサイズ。 
見やすい4 . 3インチのディスプレイ。　
片手でも持ちやすく、Webやメールチェックも快適です。

※2013年4月1日現在に発売されている防水対応スマートフォンにおいて。（株）ネオ・マーケティング調べ。



ターコイズ グリーンピンクホワイト ブラック

軽 やかに、カラフルに。
自分の色を、持ち歩く。



シャツのポケットにもすっぽり収まり、
気にならない軽さ。

コンパクトだから、
傘をさしながら片手で使える。

4.3インチディスプレイだから地図も見やすい。

手のひらにちょうど収まるサイズだから片手で持ち
やすく、荷物を持ちながらでも気軽に使えます。しかも
ボディいっぱいに広がる4.3インチHDディスプレイ
だから、地図もWebも、メールの文字も大きくはっきり
見えます。

とても軽いから横になった状態でブラウジング
しても手が疲れにくく軽快に使えます。
※2013年4月1日現在に発売されている防水対応スマートフォンにおいて。
（株）ネオ・マーケティング調べ。

収まり、

傘をさ

※2013年4月1日現在に発売されている防水対
（株）ネオ・マーケティング調べ。

軽い !

見やすい
!

コンパクト
!

長時間持っても疲れない

世界最軽量94g※

片手で持てる
コンパクトサイズに、
見やすいディスプレイ

幅60mm＆見やすい4.3インチ

わずか94 gの軽さ。
   片手で持てる幅60mmのコンパクトさ。
　　　長い時間使っても疲れにくい。



スマートソニックレシーバー®

耳に当てる場所を選ばず通話で
きるので、従来のように受話口
からずれると相手の声が聞き取り
づらいということがありません。

駅のホーム ショッピングモール

受話口がありません！

［従来のスマートフォンの場合］

音と振動で相手の声を伝える新技術

［DIGNO R の場合］

受話口

術

®

音NEW

耳を覆うようにディスプレイ部を
当てると、周りの騒音を遮断する
ことができます。駅のホームや
ショッピングモールなど騒がしい
場所でも相手の声がよく聞こえ
ます。

騒がしい場所でも、相手の声が聞きやすい

耳に当てる位置を気にせず通話できる

京セラオリジナル機能「スマート
ソニックレシーバー®」は相手の
声を振動に変換し、ディスプレイ
部全体を振動。耳に当てることで、
相手の声がしっかり聞こえます。

ディスプレイ部全体が振動！

雑踏の中でも相手の声が
　   しっかり聞き取れ、通話が快適。
　　　　スマートソニックレシーバー ®

京セラオリジナル



かしこい省電力機能で、バッテリー長持ち。
スマホをたっぷり楽しめる。

生活のリズムに合
わせて、省電力モー
ドをONにする時
間帯を自由に設定
できます。

7日間以上使用さ
れていないアプリ
のバックグラウン
ド通信を自動で制
御し、電力の消費
を抑えます。

※通信環境やご利用方
法により、ご利用時間は
異なります。

省電力モードをON
にするとバッテリー
持ちが約10％向
上※します。省電力
効果（エコレベル）
をビジュアルで表
示し、待受時間の
長さがわかります。

起動中アプリの
CPU使用量が一
目で分かり、不要な
アプリはワンタッチ
で簡単に終了でき
ます。

Hello!!  Good
  Morning!   Good

  Evening!d
ing!

睡眠中、仕事中などは
省電力モードに設定

NEW

Ver.UP

睡眠睡眠中

バッテリー持ちがさらに向上

省電力設定

睡眠中や仕事中には省電力に

タイマー NEW

しばらく使用していないアプリの通信を抑える

オート通信制御

使っていないアプリを終了して省電力

アプリ管理

Android標準
［ 中 ］ ［ 特大 ］

1.3倍1.0倍 1.75倍
［ でか文字 ］

スマホの快適な機能を、
誰でも使いやすく。

使いやすさと見やすさを両立させた、
オリジナルロック画面。電話、カメラ
など、よく利用する機能をすぐに
起動することができます。アクセス
する機能（アプリ）は自由に変更する
ことができます。

文字サイズを自由に切り替えること
ができ、Android標準（中）の1.75
倍の文字サイズで表示できます。
小サイズから、でか文字まで5段階
で調整することが可能です。

歩行や電車、自動車などの移動状態をセンサーが自動感知し、静止している時だけ
Wi-Fiに自動接続します。移動中にはWi-Fiの電波をサーチしないため、いつも快適な
通信状態で利用できます。

静止時は接続可能なWi-Fiスポットに接続。移動時は加速度センサーが感知して3G/4Gで通信。

車に
乗っているとき

電車に
乗っているとき

接続します。移動中にはWi-Fiの電波を
用できます。

続可能なWi-Fiスポットに接続。移動時は加速度セ

車に
乗っている

静止時は
Wi-Fiスポットを

サーチ

家に
いるとき

オフィスで
仕事中

Wi-Fi SPOT

しないため、いつも快適な

が感知して3G/4Gで通信。

電車に
っているとき

移動時は
3G/4Gで
通信

3G 4G

通話へ すぐ文字へ

ホーム画面へ

カメラ起動

右に
フリック

左に
フリック

上
に

フ
リ
ッ
ク

下
に

フ
リ
ッ
ク

よく使う機能へすぐにアクセス

オリジナルロック画面

大きくて見やすい

でか文字

インテリジェントWi-Fi機能いつでも快適な通信状態をサポート

静止時 移動時

京セラオリジナル

京セラオリジナル

京セラオリジナル



体重計などで測定した
データを入力・管理
できるタニタのヘル
スプラネットを搭載。
デイリーステップで
記録した歩数や消費
カロリーと連携し、
ヘルスケアをサポート
します。

約810万画素のCMOSカメラを採用
し、薄暗いところでも明るくキレイに
撮影できます。一眼レフカメラで撮影
したような背景ぼかし機能などいろ
いろな写真表現を楽しめます。

市販の健康機器

体重や歩数、消費カロリー
データの同期が可能

手入力はもちろん、
通信対応機器や
「すぐごえ®」でも入力可能

歩行時だけでなく、ランニングや自転車、電車、自動車で移動したときの情報も
記録します。さらに、気圧センサーを搭載し、坂道や山登りでのカロリー消費も細かく
チェックできます。

気圧センサーと連動
し、高低差の記録が
可能。

高低差ログ

ヘルスプラネット

気圧センサーにより、坂道や階段の
昇り降りまで含めた詳しいカロリー
計算が可能。

消費カロリー詳細計算

デイリーステップ®

約8.1メガカメラ

デイリーステップ® ヘルスプラネット

通常撮影 背景ぼかし撮影

サービス
連携

健康機器
連携

歩数や消費カロリーを自動で詳しく記録

健康管理に役立つデータをまとめて管理

薄暗い場所でも明るくキレイに撮れる

シンプルだからわかりやすく、
初めてでもラクラク操作。

スマホ初心者の方にも使いやすい
「エントリーホーム」を搭載しました。

「アプリを探さず、すぐに使いたい。」そんなときに便利なのが、「すぐごえ」です。話すだけ
で定番アプリやメール、電話などを快適に使うことができます。

［ 話した内容を判断し最適なアプリを起動 ］

起動するアプリ

話す内容（例）
◯◯さん
に電話

電話 メール Google
マップTM

You
TubeTM クックパッド

△△さん
にメール

渋谷の
地図

ピザの
レシピ

従来のケータイでおなじみの3×4の
アイコンを配置した見やすくシンプル
なメニュー画面を
表示することがで
きます。ケータイと
変わらない使い勝
手を実現しました。
設定によりON/
OFFの切り替えが
可能です。

犬の動画

メニュー画面

わかりやすい操作画面大きなアイコンで見やすい

メールもメモをとるのも、グンとスムーズ。ロック画面からすぐに文字入力ができ、使い
たいアプリを選んでスムーズに起動できます。マップ検索、GoogleTM検索、クック
パッドや漢字チェックなどの連携アプリも便利に使えます。

ケータイと同様の見やすさ、使いやすさ

シンプルメニュー

スマホが初めてでもわかりやすい

エントリーホーム

すぐごえ®やりたいことを話すだけで最適なアプリが起動

すぐ文字®思いたったらすぐに文字入力 京セラオリジナル

京セラオリジナル

京セラオリジナル京セラオリジナル

京セラオリジナル

ダイエットのサポートや健康チェック、
思い出のショットもスマホにおまかせ。



［主な仕様］

■付属品：ワンセグアンテナ／マイクロSDカードリーダライタ／USIMカードカバー・トレイ抜挿ツール／ACアダプタ／クイックスタート／お願いとご注意
■オプション：ワンセグアンテナ／マイクロSDカードリーダライタ／ACアダプタ／USBケーブル
※1
※2  

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。
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。

約60×122×10.4mm
約94g
約780分（3G）/約510分（GSM）
約350時間（4G）/約500時間（3G）/約420時間（GSM）
1,800mAh
約190分（ACアダプタ使用時）
Android™ 4.2
MSM8960(1.5GHz)デュアルコア
RAM：1.5GB／ROM：16GB
microSDXC™（最大64GB）

約4.3インチHD液晶

サイズ（W×H×D）
重量（電池パックを含む）
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

外部メモリ

ディスプレイ

カメラ

防水
防塵
Wi-Fi®
Bluetooth®
テザリング
赤外線通信
ワンセグ
おサイフケータイ®

IPX5／IPX7
IP5X
IEEE802.11a /b/g/n（2.4GHz /5GHz対応）
Ver.4.0
○
○
○
○

●SoftBank 4Gは通信規格としてAXGPを採用しています。●SoftBank 4Gは、当初の第3世代移動通信システムに比べて相当な水準の改善を提供する
技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合（ITU）の声明に基づき使用しています。●SoftBank 4Gサービスは、専用機種以外は利用でき
ません。●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。● S!メール
はソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。●「すぐ文字」、「省電力ナビ」、「すぐごえ」、「スマートソニックレシーバー」、「デイリーステップ」、
「DIGNO」は、京セラ株式会社の登録商標です。● UULAは株式会社UULAの登録商標です。● おサイフケータイ および おサイフケータイ ロゴは、株式
会社NTTドコモの商標または登録商標です。● FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標
です。● 　　は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。● Google、Android、Google マップ、Google マップ ロゴ、YouTube および YouTube ロゴ
は、Google Inc. の商標または登録商標です。● Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。● microSD、microSDHCロゴはSD-3C,LLCの商標です。● 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® 3.0Plus for Androidを搭載しています。Copyright© 2012 E-Globaledge Corp. 

」tenalP htlaeH「 ●.devreseR sthgiR llA は株式会社タニタの登録商標です。● 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、ソフトバンクモバイル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、LED の表示は全てイメージです。● このカタログの内容は2013年12月現在のものです。

■防塵対応   IP5X※に対応し、汚れに強く安心して使うことができます。
※IP5Xとは、防塵試験用粉塵（直径75μm以下）が入ったとしても所定の動作および安全性を損なわないように保護されていることです。

■防水対応 生活防水（IPX5、IPX7 ※1相当）に対応し、キッチンなどの水回りや雨の中、バスタイム中なども普段通り通話・メールを楽しめます※2。 
※1 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。※2 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。      

（同梱のカードリーダライタをお使い   
   いただくことでご利用いただけます。）

インカメラ

（同梱のアンテナをお使いいただくことでご利用いただけます。）

アウトカメラ 有効画素数約810万画素CMOSカメラ（AF/手ブレ補正付き）

有効画素数約32万画素CMOSカメラ映画＆音楽、楽しみ放題の
総合エンタメアプリ

テレビにさすだけで新作映画やドラマが
自宅にいながら楽しめる！

60,000以上のコンテンツが月額490円ですべて
見放題！ミュージックビデオ、ライブ、カラオケなどの
音楽コンテンツが充実。国内外の映画やドラマ、
アニメだけでなく、UULAでしか見られないオリジ
ナルコンテンツも楽しめる。

ウーラ

UULA、TSUTAYA  T V （ビデオサービス）、
BBTVNEXT （チャンネルサービス）、 無（!OayG
料映像サービス）など多様なジャンルのコンテンツ
がテレビで楽しめる。新作映画を含む約40,000
本のラインナップからあなたの観たい1本がきっと
見つかります。

＊コンテンツの利用には、各サービスごとに別途利用料金がかかります。＊「SoftBank SmartTV」をお申込み後、
2年以内に解約した場合、契約解除料4,750円（税込）がかかります。＊接続するTVにはHDMI端子とUSB端子
（700mA以上の電源供給）が必要です。＊ご利用には固定ブロードバンド回線のWi-Fi環境（SD画像を視聴する
には下り1.5Mbps以上、HD画像は6Mbps以上の回線速度）が必要となります。なお、モバイルWi-Fiルーター・
テザリングは、非対応となります。＊詳しくはソフトバンクモバイルホームページをご確認ください。

提供：UULA, Inc

自宅の
テレビ

に

専用ステ
ィックを

さすだけ
！

月額：490円（税込）　  S !ベーシックパック：必須

月額：490円（税込）　  S !ベーシックパック：必須

202K

（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

生活を彩る充実のコンテンツ。
最新のソフトバンクサービスに対応。
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