


DURABI L I TY

突然の雨、キッチン、水辺のレジャー
など、手が濡れたり、水滴がついても
安心。画面が濡れた状態でも操作
できます。

［防水について］IPX5/IPX7の防水性能。背面カバーとカードスロットキャップは確実に取り付けてください。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。※コネクタ内に水が付着した状態で充電しないでください。

※全て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。

濡れても汚れても
落としても安心
防水・防塵・耐衝撃対応。

画面が濡れていても操作できます

こんなシーンでも安心

突然の雨 キッチンなどの水回り

防水［IPX5/IPX7］
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［防塵について］IP5Xの防塵性能。背面カバーとカードスロットキャップは確実に取り付けてください。

［耐衝撃について］米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-ProcedureIV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。

衝撃に強い構造を実現しまし
た。ポケットやバッグから取り
出そうとして落としてしまっ
たときや、スポーツシーンでも
安心です。

❶強化ガラスを採用
❷ディスプレイ周囲にフチを立てる設
計でガラス面への直撃を防ぎます。

❸衝撃に耐える筐体構造

アウトドアでのレジャーやガーデニング
など、チリやホコリが気になるときでも
安心です。汚れた場合でも、水で軽く洗い
流すことができます。

こんなシーンでも安心

アウトドア ガーデニング

こんなシーンでも安心

不意の落下 ランニング

❶❶
❷❷

防塵［IP5X］ 耐衝撃［MIL規格準拠］

米国国防総省の調達基準
MIL-STD-810G 耐落下衝撃規格に準拠
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USABI L I TY

大画面とシンプル操作で
スマホが初めての方でも安心。

見やすい大きな文字、一度に多くの情報が
一覧できる小さめの文字など、自分が見や
すいと感じる文字サイズ（小・中・大・でか
文字）に調整が可能です。

高精細で美しい大画面は、写真や動画をキレイに楽しめるのはもちろん、
小さな文字も見やすく表示し、Webの閲覧も快適です。

5.0インチ大画面

文字サイズ変更

はじめて手にした時から迷うことなく、使えるシンプルな操作画面。
スマートフォンは難しいと感じる方でも、ケータイのようなわかりやすさで
快適に操作できます。

エントリーホーム®

最小サイズ（小）

最大サイズ（でか文字）

よく使う連絡先やアプリに素早く
アクセスできるショートカット
キー。3件まで登録可能。

標準ホームの1.5倍の
大きなピクトで見やすく表示。

標準ホーム

エントリー
ホーム®
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PERFORMANCE OTHERS

シングルコア
CPU

クアッドコア
CPU
4つのCPUコアが
複数の処理を同時
に行うため高速。

CPUコアが1つだ
け。処理を1つずつ
実行。

○おまかせ撮影
設定不要ですぐ撮れる簡単
撮影だから、チャンスを逃
がさずキレイに残せます。

晴れた日の屋外など、光と陰で明暗の差が
はっきりしている場所でも、白とびや黒つぶ
れを防ぎ、くっきりキレイな写真が撮れます。

○HDR（ハイダイナミックレンジ）撮影

撮った写真をキレイに表示

より広いエリアで使える、
より快適に使える高い基本性能。

キレイに残せる高画質カメラ。
エコモードでバッテリー長持ち

□ スリープ □ 画面の明るさ
□ 画面の自動回転 □ Wi-Fi®

□ オート通信制御 □ Bluetooth®

□ 位置情報アクセス
□ データ通信

□ CPUクロック制限

〈自動設定される項目〉

カンタン操作の高画質カメラ

4GはLTEとAXGP、2つの通信方
式に対応。両方のエリアでつながる
ため、より幅広いエリアで安定した
高速データ通信が可能。

4G & 4GLTE™対応

大容量アプリや動画のダウンロード
も快適に行えます。高画質動画も
なめらかに再生可能。

4G LTE™ 下り最大112.5Mbps
4G 下り最大 110Mbps

ワンタッチで、可能な限り電力を使わない
よう自動で調整してくれるため、バッテリー
残量を気遣う必要がありません。

エコモード

複数の情報処理を同時並行で行える
高性能1.2GHzクアッドコアCPUを
搭載。アプリやブラウザを同時に使っ
ていても、ストレスなくサクサク快適
に使えます。

1.2GHz
クアッドコアCPU ワンタッチで省電力効果のある

各項目を自動設定

0:12/3:45

CORE

CORE

CORE

CORE

CORE

撮影した写真を、はっきりとキレイに
表示する自動調整機能を搭載。

LTE
&

AXGP

LTE
通信エリア

AXGP
通信エリア

※サービスエリア内であっても、障害物など
電波の届かない所ではご使用になれません。
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最新のソフトバンクサービスに対応 ［主な仕様］

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

約73×144×10.8mm（突起部除く）
約146g
約1,290分

約880時間（3G）/約640時間（4G）/
約710時間（4G LTE）

2,300mAh
約140分※3／約180分※4

Android™ 4.4
MSM8916(1.2GHz)クアッドコア
RAM：1GB／ROM：8GB
microSDHC™（最大32GB）

●本製品は、FDD-LTE（SoftBank 4G LTE）およびAXGP（SoftBank 4G）に対応し、いずれも「4G」と表示されます。 ●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。●4G LTEご利用のエリアによっては、下り最
大75Mbpsまたは37.5Mbpsとなります。対応エリアについては、ソフトバンクホームページをご確認ください。●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ございます。●お客さまへのよりよいネットワーク品質を提供するため通信毎に
トラフィック情報の収集、分析、蓄積を行います。また、当社が別に定める通信においては、制御を行う場合があります（詳細はこちらでご確認ください。URL：
http://www.softbank.jp/mb/r/notes/）。●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。●「エントリーホーム」、「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。●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、Google Play およびその他のマークは、
Google Inc. の商標です。●文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd.  2009-2014 
All Rights Reserved.●本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もじチェ
ン」を使用しています。「もじチェン」は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。●本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載しています。●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」、「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」、「Morpho Effect Library」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。●FacebookおよびFacebookロ
ゴはFacebook,Incの商標または登録商標です。●LTEは、ETSIの商標です。●LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。●microSDHCロゴは
SD-3C,LLCの商標です。●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2015年1月現在のものです。本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 

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

約5インチqHD液晶

有効画素数約500万画素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.4.0
○

ソフトバンクモバイル株式会社
カスタマーサポート総合案内

スマートフォン テクニカルサポートセンター
（スマートフォンの操作案内はこちら）

◎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　ソフトバンクモバイル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。

◎ソフトバンク携帯電話から　151（無料）※
◎一般電話から　0800-1700-151（無料）※

■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 共通充電器1.8Aの時、充電時間は約140分になります。
※4 共通充電器1.0Aの時、充電時間は約180分になります。

© 2015 KYOCERA Corporation

［アップ パス］

人気ゲームをはじめ、ツール、カメラ、ビジネス、エンタ
メなど、スマートフォンをもっと便利にする多彩なアプ
リ総額4万円以上が370円/月でトリホーダイに！

超人気アプリ全部トリホーダイ！

月額情報料：370円（税抜）

［ウーラ］

［ディズニースタイル］

映画、ドラマ、アニメ、ミュージックビデオ・ライブ・カラ
オケなど多彩な10万以上のコンテンツが好きなとき
に、好きな場所で見放題！

映画・音楽・アニメ 楽しみ放題アプリ

月額：467円（税抜）

100種類以上のライブ壁紙をその日の気分やスタイル
に合わせてきせかえられる他、動画、音楽やゲーム、
ツールなどの多彩なディズニーコンテンツが楽しめます。

スマートフォンをディズニー仕様にカスタマイズ！

月額：500円（税抜）

食料品・レジャー&旅行などが最大90%OFFの大特
価セール、コンビニ商品引換券や電子ギフトコードの
抽選、50万件以上の割引・優待が使い放題!

スマホで毎日おトク生活！

月額情報料：590円（税抜）

【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。
【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 516.6:Shock-ProcedurelV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。

※2月中旬以降提供開始予定

©Disney  DISNEY STYLEはディズニーの商標です。
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