
ブラック
KYS26A

シルバー
KYS26B

ピンク
KYS26C

ネイビー×ゴールド
KYS26D

ホワイト×ゴールド
KYS26E

外形寸法 約W50×H110×D16.4mm（突起部を除く）
Bluetooth®

文字入力

Bluetooth®2.1＋EDR※2、HSP／HFP（スレーブ＆マスター）

京セラオリジナル
機能

すぐ文字®、しっかリンク®、ピクトインフォメーション®
PBAP、SPP、PAN、PVP

iWnn
その他の機能

同梱品

防水/防塵/耐衝撃

赤外線通信（IrDA）

伝言／音声メモ（約30秒×10件）

モデム機能
通話中着信表示機能

バッテリー、取扱説明書（保証書）、卓上ホルダ
長電話お知らせ機能

お気に入りメニュー、時短検索、ボイス通知

防水（IPX5／IPX7）※3／防塵（IP5X）※4／MIL規格※5 相当

ブラウザ通信中着信機能（パケット通信中）

USB充電機能／USBマスストレージ機能

着うた®

発信履歴／着信履歴（30件／ 30件）

約113g（バッテリー装着時）

約500万画素CMOS（オートフォーカス付き、モバイルライト付き）
約10時間 ※1（ゆっくり通話OFF時/はっきり通話OFF時）
約720時間 ※1

約100MB

保存容量：100MB

デコラティブメール対応
エモーションメッセージ対応
NetFront3.4
ブックマーク（200件）
メール／WEB／USB機能など一部の機能に制限をかけ、情報漏えいの防止や業務に必要のない機能を制限することができます。

ライトメール：送受信130件（送信30件、受信100件）
Eメール：送受信4,000件（送信1,000件、受信3,000件）

200件（スケジュール：150件、ToDo：50件）
1,000件（1件あたり電話番号×3、メールアドレス×3）

3.0インチ26万色IPS液晶/240×400ドット（ワイドQVGA）
質量
メインディスプレイ

カメラ
連続通話時間
連続待受時間
データフォルダ容量
電話帳

メール

管理者ロック

ブラウザ

スケジュール帳
microSDTM/microSDHCTMメモリカード（最大32GB）

0.9インチ有機EL/128×36ドットサブディスプレイ

※3 【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。
※4 【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時間入れて攪拌（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。
※5 【耐衝撃について】※アメリカ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。

※1 電波を正常に受信できる状態での目安です。実際にご利用になる地域、使用状況（通話との組み合わせ）などにより、利用時間が短くなります。  ※2 本機はすべてのBluetooth機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべての
Bluetooth機器との動作を保証するものではありません。  ※「スマートソニックレシーバー」、「SMART SONIC RECEIVER」、「すぐ文字」、「しっかリンク」、「お知らせシェア」、「ピクトインフォメーション」は京セラの登録商標です。  ※本製品のTCP/IPは、図研エル
ミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。  ※「着うた®」は株式会社ソニーミュージックエンタテインメントの登録商標です。  ※microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。  ※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。  ※当製品には、イーソル株式会社のPrFILE®2、PrFILE®2 Unicode Interface、およびSD Memory Card Driverが搭載されています。  ※本製品は、株
式会社ACCESSのNetFront　Mobile Client Suiteを搭載しています。ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。©2013 ACCESS Co.,LTD. All rights reserved.  
※本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。  ※日本語変換はオムロンソフトウェア㈱のiWnnを使用しています。iWnn(c) OMRON SOFTWARE, co. Ltd. 2013 All Rights 
Reserved.  ※Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.  ※IrDA Protocol Stack「DeepCore® 3.0 Plus」©E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.  ※本製品の
一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。  ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。  ※「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。  ※mixiは、株式
会社ミクシィの登録商標です。  ※Android、Google Playは、Google Inc. の商標または登録商標です。  ※本カタログに記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。  ※本機を、法令により許されている場所を除く、日本国外に持ち出してはなりません。

｜カラーバリエーション ｜卓上ホルダ
（同梱品） WX12K
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スマートフォン連携

防水・防塵・耐衝撃
※IPX5/IPX7の防水、IP5Xの防塵性能、MIL規格相当。
※キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。
※全ての衝撃に対して保証するものではございません。



もっと通話を心地よく、誰もが使いやすく。

騒がしい場所でも相手の声がしっかり聞きとれる
スマートソニックレシーバーをはじめ、
防水・防塵・耐衝撃性能、約500万画素カメラなど、
多彩な機能を備えています。
PHSデータ通信は下り最大400kbps※に対応。
また、Bluetooth®を搭載したスマートフォンや、
その他機器との連携ができて、とても便利に使えます。

美しく見やすい時計表示

すっきりとしたシンプルフォルム

指がフィットし、開きやすい形状

持ちやすさに配慮したラウンド形状 操作性に配慮した押しやすいキー

金属感のある特徴的なデザイン

※記載の通信速度はベストエフォートによる技術規格上の最大値です。



ネイビー×ゴールドとホワイト×ゴールドの2色は、
見やすさをより重視し、大きくはっきりとしたキー
フォントを採用。「電話帳」「メール」「カメラ」なども、
アイコンではなく文字でわかりやすく表記している
ので押し間違いを防ぎます。
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最小 最大

ネイビー×ゴールド ホワイト×ゴールド

時計やメニューアイコンが見やすい画面。
選択した項目をわかりやすく表示します。

メール表示中に「0」キーを押せば、文字サイズを
切替えることができ（最小/ 小/ 中/ 大/ 最大）、
文字を快適に読むことができます。

濡れても汚れても落としても安心の防水・防塵・耐衝撃に対応しています。

防　水  入浴中や料理中など、濡れた手のままで電話に出るときも安心
防　塵  ガーデニングやバーベキューなど、チリやホコリが気になるときも安心
耐衝撃  カバンから取り出そうとして地面に落としてしまったときも安心

相手の声を圧電素子が振動に変換し、
ディスプレイ部を振動。耳に当てること
で、相手の声がしっかり聞こえます。

■騒がしい場所でも、
　相手の声が聞きやすい
耳を覆うようにディスプレイ部を当てると、
周りの音を遮断することができ、騒がしい
場所でも、相手の声がよく聞こえます。

■耳に当てる位置を気にせず
　通話できる
受話口のある電話機に特有の受話口
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。

通話中、相手の声の速度を落として声を聞き取りやすくする「ゆっくり通話」機能と、聞き取り
にくい高音域の声を補正して聞き取りやすくする「はっきり通話」機能を搭載しています。

電話機を手に持たなくても、通話中に相手の声をスピーカーから流して通話ができます。
ハンズフリー通話中も双方向通話となり、通常の通話と同様に話すことができます。

ダイバシティアンテナで強い電波をキャッチし、安定した通話が可能です。また、ノイズリダク
ションで気になる雑音を除去。クリアな音声で通話が楽しめます。

ゆっくり通話&はっきり通話

インタラクティブハンズフリー

ダイバシティアンテナ&ノイズリダクション

受話口のある電話機

街角

受話口

WX12K

受話口がないのに聞こえる

ショッピングモール

京セラオリジナル機能

聞きやすく快適な通話 使いやすさへの配慮

見やすい時計表示 見やすいメニュー

[防水・防塵について]※IPX5/IPX7の防水、IP5Xの防塵機能。※キャップ類・背面カバーは確実に取り付けてください。
[耐衝撃について]※アメリカ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。

スマートソニックレシーバー®

見やすいキーフォント

大きく見やすい
待受&メニュー

でか文字&
文字サイズ切り替え

防水・防塵・耐衝撃
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オートフォーカス機能付き約500万画素
カメラを搭載。モバイルライトを使うことで、
薄暗い場所でもキレイに撮影できます。

WEB対応なので様々なサイトの閲覧が可
能です。また、すぐ文字を使えば、入力した
文字をそのままYahoo!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、
電話もすぐに発信できます。

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津
波警報」を受信し、表示できます。緊急速
報を受信すると、緊急地震速報／津波情
報個別の警告音およびバイブレータでお知
らせします。

日本語と英語の表示切替ができるバイリンガル「言語設定（Set Language）」機能を搭載。

待受画面からそのまま
文字入力

電話番号を入力した場合はそのまま発信もできます

入力した文字を
何に使うか選べます

オートフォーカス

QRコード対応

ムービー対応

Bluetooth®を搭載したスマートフォンや、その他機器との連携ができ、便利に使えます。

■その他
スマートフォン以外でも、Bluetooth®対応の電話機やヘッドセット／ハンズフリー機器とリンク
できます。
※すべてのBluetooth®機器との動作を保証するものではありません。

スマートフォンやタブレット※とWX12Kを
Bluetooth®で接続すれば、PHSデータ通
信によるテザリング機能を利用できます。
※PANに対応している必要があります。

ウィルコム
回線

スマートフォンで
「だれとでも定額」
が利用できる！

データ通信定額

WX12K

スマート
フォン
スマート
フォン

WX12K

ウィルコム
回線

WX12Kスマートフォン

着信

発信

スマートフォン連携 便利な機能

NEW

■お知らせシェア®

スマートフォンでメールを受信するとWX12K
に通知が届きます。
※ウィルコム、ソフトバンクモバイルの京セラ製スマートフォンで
ご利用できます。
※専用のスマートフォンアプリケー
ションが必要です。アプリケーショ
ンおよび対応機種については下
記製品HPをご確認ください。

【WX12K製品サイト】
http://www.kyocera.co.jp/prdct
/telecom/consumer/wx12k/

■通話機能
スマートフォンへの着信をWX12Kで受け
たり、スマートフォンの番号でWX12Kから
発信できます。

WX12K製品サイト

かかってきた電話が迷惑
電話の疑いがある場合、
自動判別して警告を表示
します。
※別途お申し込みが必要になります。

スマート
フォン
スマート
フォン

Androidスマートフォン※とWX12Kを
Bluetooth®で接続すれば、スマートフォン
からウィルコムの回線で通話が可能です。
※Google Playから「だれとでも定額パス アプリ」をダウンロードし
インストールしていただくことによりご使用できます。
※アプリダウンロード時の通信料について、有料の場合はお客
様のご負担となります。

Bluetooth®通話・メール連携

テザリング機能

「だれとでも定額パス アプリ」
対応

約500万画素カメラ

WEB  & すぐ文字®

緊急速報メール

バイリンガル

モバイル
迷惑電話チェッカー

NEW


