
耐衝撃・防水・防塵 4G 対応

 電池持ち
1週間！！



長く安心して使えるように、衝撃
に強い構造を実現。カバンや
ポケットから取り出そうとして
落としてしまった時も安心です。

［耐衝撃］

突然の雨や、料理中・入浴中に
電話に出るときなど、ケータイ
が濡れても使える防水設計
だから安心です。

［防水］

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。
汚れた場合は、水で軽く洗い
流すことができます。

［防塵］

日常のあらゆるシーンで
安心して使える高耐久仕様

［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/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。
※耐衝撃・防水・防塵のご注意事項は10ページをご覧ください。
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LINEが使える

［LINE対応］
家族や友だちと楽しくつながる
コミュニケーションサービス。
メッセージのやり取りを会話の
ようにテンポよく楽しめます。

1週間超えの電池持ち※

※プリセットされたスタンプ、無料のスタンプ、プレゼントされたスタンプを使用できます。

●スタンプ※ ●便利な共有機能
スタンプと絵文字で、文字だけ
では伝わらない気持ちを相手に
伝えることができます。

写真や動画をかんたんに送ること
ができ、家族や友だちと思い出を
共有できます。

スマートフォン

スマートフォン

写真

動画

文字DIGNO®

ケータイ

©LINE Corporation

［大容量バッテリー］
1,500mAhの大容量バッテリーを搭載。
充電しなくても1週間使える※ので出張や
旅行などの長時間の外出時も安心です。
※想定されるお客様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）

1,500mAh

800mAh従来のケータイ

DIGNO®
ケータイ

エコモードをONにすることで電池の消費
を抑え、待受時間を長くできます。さらに
時間帯設定機能を使えば、生活のリズム
に合わせて、エコモードをON/OFFにす
る時間帯を自由に設定できます。

［エコモード］
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はじめての笑顔！

今日、お気に入りのぬいぐるみを
見たら、なんと満面の笑み！
完全に親バカ発言ですが、
このかわいさ、たまりません！
自分も笑顔になって元気出てきた

3 時間前

♥グッド！ ５件

グッド！ コメント

はじめての笑顔！

今日、お気に入りのぬいぐるみを
見たら、なんと満面の笑み！
完全に親バカ発言ですが、
このかわいさ、たまりません！
自分も笑顔になって元気出てきた

3 時間前

サクサク快適インターネット4G 聞き取りやすいクリアな音声

従来の音声ではカットされて
いた高音域の音声成分を含
むため、音がこもらずクリア
で聞き取りやすい通話を実
現します。

利用シーンに合わせて好みの
音質を選べます。また、通話
中でも調整が可能です。

［高音質通話 VoLTE※］

［聞こえ調整］
おだやか

甲高い声をなめらかな
自然な声にする

くっきり
こもった声を

はっきりとした声にする
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VoLTE
従来の通話

従来の通話とVoLTEによる通話の周波数帯域比較

周波数帯域が広い

下り最大 21Mbps※1

下り最大 112.5Mbps※1、※2

● 通信速度比較

従来のケータイ
（3G）

DIGNO® ケータイ
（4G）

約5倍

下り最大112.5Mbps※１※2を実現する超
高速通信に対応。動画閲覧や音楽ダウ
ンロードなどの大容量データ通信
もストレスなくサクサク楽しめます。

［超高速通信 4G］

ケータイからスマートフォンやパソコン
のWebサイトを見ることができます。
ネット検索やFacebookなどのSNSが
快適に楽しめます。

［スマホサイト対応］

●タッチポインター
キーエリア内を指で
なぞることで、画面
のスクロールや拡大
表示が可能。

※1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。 ※2ご利用のエリアによっては下り最大75Mbps、37.5Mbps、またはそれ以下となります。

※本サービスは、4G対応エリア内のVoLTE通信可能エリアにてのみ利用が可能となります。※高音質での通話は、ワイモバイルおよびソフトバ
ンクのVoLTE対応端末同士、またはHD Voice対応端末との通話でご利用が可能です。通話中にVoLTE対応端末が3Gエリアに移動した場
合、自動的に従来音質の通話（3G回線での通話）へ切り換わり、再度VoLTE通信可能エリアに移動しても高音質通話には切り換わりません。

ロードなどの大容量データ通信
ストレスなくサクサク楽しめます。

ケータイからスマートフォンやパソコン
のWebサイトを見ることができます。
ネット検索やFacebookなどのSNSが
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誰かに見せたくなる美しい画質

［800万画素高画質カメラ］

一般的な携帯電話

フルワイドVGAの大画面で見やすく鮮や
かな写真や動画を楽しめます。解像度が
高いので文字もくっきり表示します。

高感度センサーを搭載している
ため、薄暗い場所でも明るくキレイ
な撮影が可能。撮影シーンがさら
に広がります。

［高精細3.4インチ大画面液晶］

使い込むほど便利になる

［すぐ文字®］

［電話帳検索］

［すぐリンク］

難しい漢字も、大きな文字で
見やすく確認ができます。

［漢字チェック］

あらかじめ登録した曜日や時刻
に、自動でマナーモードを設定/
解除できます。

［自動マナー］

京セラオリジナル 京セラオリジナル

3.4インチフルワイド

3.0インチ

DIGNO® ケータイ

●コンティニュアスオートフォーカス…自動でピントを合わせ続けます。
●充実のエフェクト機能………………「コミック」「色鉛筆」などの画像編集が楽しめます。

待受画面からそのまま文字を
入力できます。入力した文字は、
ネット検索などに使えます。さら
に、数字も同時に表示されるので
電話をかけることもできます。

家族や友人など登録した相手
にワンタッチ（発信キー）で簡単
に電話をかけたりメールしたり
できます。

待受画面から
そのまま文字入力

電話番号を入力して発信もできます
※お買い上げ時はOFFになっています。

入力した文字を
何に使うか選べる

待受画面から、数字キーを
長押しすると電話帳検索画面
を表示。連絡を取りたい人を
素早くかんたんに検索すること
ができます。

京セラオリジナル

京セラオリジナル
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を表示。連絡を取りたい人を
素早くかんたんに検索すること
ができます。
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誰かに見せたくなる美しい画質

［800万画素高画質カメラ］

一般的な携帯電話

フルワイドVGAの大画面で見やすく鮮や
かな写真や動画を楽しめます。解像度が
高いので文字もくっきり表示します。

高感度センサーを搭載している
ため、薄暗い場所でも明るくキレイ
な撮影が可能。撮影シーンがさら
に広がります。
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使い込むほど便利になる
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使いやすさへのこだわり

機種変更する時に便利。赤外線通信/Bluetooth®/microSDメモリ
カードを使ってデータを引き継ぐことができます。

［簡単にデータが引継げる］

文字サイズを4段階に切り替
えられるので、小さな文字も
大きく読みやすくできます。

［文字サイズ切替］

押し間違いを防ぐため、隣り
合うキーを離して配置。さら
に、キーを高くすることで押し
やすくしています。

［押しやすいキー］

［サブディスプレイ］

小 極大

ケータイを閉じたままでも、いつ
でも日時や着信が確認でき便利
です。

［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

約51×114×17.9mm（突起部除く）
約130g

約780分（3G）/約530分（4G）/
約360分（GSM）

約680時間（3G）/約530時間（4G）
/約580時間（GSM）

●「4G」という表現は、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス名称
として使用しています。 ●LTEは、ETSIの商標です。 ●4Gサービスは、専用機種以外は利用できません。 ●4G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、ワイモバイル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.ymobile.jp/service/info/tsushin.html）。  ●「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。 ●「すぐ文
字」、「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。 ●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. 2009-2016 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。 ●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。 ●「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。 ●FacebookおよびFacebookロゴはFacebook,ink
の商標または登録商標です。 ●microSD、microSDHCロゴはSD-3C,LLCの商標です。 ●その他社名および商品名等は、それぞれ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、実機の色と多少
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2016年 2月現在のものです。

電池容量
充電時間※3

CPU
メモリ
外部メモリ
ディスプレイ
サブディスプレイ
カメラ
防水
防塵
耐衝撃
Bluetooth®

1,500mAh
約120分
クアッドコア（1.1GHz）
RAM：1GB/ROM：8GB
microSDHCTM（最大32GB）
約3.4インチフルワイドVGA液晶
約0.9インチ有機EL
有効画素数800万画素CMOSカメラ
IPX5/IPX8
IP5X
MIL規格準拠
Ver.4.1

ワイモバイル カスタマーセンター 総合窓口（通話料有料）　

［オペレーター対応時間］ 9：00～20：00（年中無休） ※151への通話は、「だれとでも定額」などの無料通話対象となります。

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 他社のスマートフォン・
ケータイや固定電話から151 0570-039-151

■付属品：お願いとご注意/クイックスタート/保証書/電池パック　■オプション：卓上ホルダ/ACアダプタ/電池パック
※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120分になります。

【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。IPX8:常温で、水道水、かつ静水の水深1.5m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。【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-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。

© 2016 KYOCERA Corporation
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W-CDMA方式（900MHz/2.1GHz）、
FDD-LTE方式（900MHz/1.7GHz/2.1GHz）

W-CDMA方式（900MHz/2.1GHz）、
GSM方式（900MHz/
1,800MHz/1,900MHz）、
FDD-LTE方式（1.7GHz/2.1GHz）

通信方式
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/約580時間（GSM）

●「4G」という表現は、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス名称
として使用しています。 ●LTEは、ETSIの商標です。 ●4Gサービスは、専用機種以外は利用できません。 ●4G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、ワイモバイル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.ymobile.jp/service/info/tsushin.html）。  ●「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。 ●「すぐ文
字」、「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。 ●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. 2009-2016 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。 ●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。 ●「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。 ●FacebookおよびFacebookロゴはFacebook,ink
の商標または登録商標です。 ●microSD、microSDHCロゴはSD-3C,LLCの商標です。 ●その他社名および商品名等は、それぞれ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、実機の色と多少
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2016年 2月現在のものです。

電池容量
充電時間※3

CPU
メモリ
外部メモリ
ディスプレイ
サブディスプレイ
カメラ
防水
防塵
耐衝撃
Bluetooth®

1,500mAh
約120分
クアッドコア（1.1GHz）
RAM：1GB/ROM：8GB
microSDHCTM（最大32GB）
約3.4インチフルワイドVGA液晶
約0.9インチ有機EL
有効画素数800万画素CMOSカメラ
IPX5/IPX8
IP5X
MIL規格準拠
Ver.4.1

ワイモバイル カスタマーセンター 総合窓口（通話料有料）　

［オペレーター対応時間］ 9：00～20：00（年中無休） ※151への通話は、「だれとでも定額」などの無料通話対象となります。

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 他社のスマートフォン・
ケータイや固定電話から151 0570-039-151

■付属品：お願いとご注意/クイックスタート/保証書/電池パック　■オプション：卓上ホルダ/ACアダプタ/電池パック
※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120分になります。

【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。IPX8:常温で、水道水、かつ静水の水深1.5m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。【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-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。
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FDD-LTE方式（1.7GHz/2.1GHz）
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