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製造元

〒612-8501　京都市伏見区竹田鳥羽殿町6　http://www.kyocera.co.jp

AMK0154 1711 GRATINA KYF37 メーカーカタログ

このカタログは 2017 年 1 1 月 現 在 のもので す。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、
実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。

一般電話から（通話料無料）

au携帯電話から（通話料無料）

au携帯電話に関する
お問い合わせ

受付時間（9：00～20：00） 局番なし

お 客さまの 都 合 により解 約され た 場 合 、契 約 手 数 料 や 、お 買 い 上 げ 品 代 金 は お 戻しできませ ん 。

注意

［ 主 な 仕 様 ］ GRATINA（グラティーナ） KYF37

4G LTE™

受信最大150Mbps/送信最大25Mbps

約3.4インチ FWVGA TFT液晶

約800万画素CMOS

最大3,264×2,448ドット（8M）

最大1,280×720ドット（HD）

IEEE802.11b/g/n（2.4GHz）

Ver.4.1

耐衝撃（MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV）/
防水（IPX5/IPX8）/防塵（IP5X）

対応通信規格

最大通信速度＊2

ディスプレイ

カメラ

撮影サイズ

外部接続

耐衝撃/
防水/防塵

メイン

静止画

動画

Wi-Fi

Bluetooth®

［ 主 な 対 応 サ ービス ］ ※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。 

【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 IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板（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。【防水・防塵について】背面カバーは確実に取り付けてく
ださい。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5
リットル/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つことです。※IPX8とは、常温で水道水、
かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、
防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵（直径75μm以下）が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。

［ 耐 衝 撃・防 水・防 塵 に 関 す るご 注 意 ］

カラー

サイズ（幅×高さ×厚さ）

重量

バッテリー容量

充電時間

連続通話時間＊1

連続待受時間＊1

au ＩCカード種類

CPU

メモリ 内蔵

 外部

グリーン/ピンク/ホワイト/ネイビーブラック

約51×113×16.7mm（最厚部18.1mm ）

約136g

1,500mAh

約120分（共通ACアダプタ05［別売］使用時）

約590分（VoLTE）

約500時間（4G LTE）

au Nano IC Card 04 LE

MSM8909/1.1GHｚ×4コア

ROM:8GB/RAM:1GB

microSDHC™（最大32GB）

a u携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

＊1：日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる
地域や使用状況などにより短くなります。＊2 ：最大通信速度は通信規格やエリアなどによ
り異なります。最新のエリアはauのホームページをご確認ください。受信最大150Mbps
対応エリアは一部のエリアを除きます。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート
型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものでは
ありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が
大幅に低下する場合があります。また通信速度は機器能力に依存します。※本機種は日
本国内において3G通信はご利用いただけません。
    EZwebサイトはご利用いただけません。従来の3Gケータイでご利用していたコンテ
ンツは継続してご利用いただけません。また、お客さまご自身で退会手続きが必要です。

au VoLTE 緊急速報メールWi-Fiテザリング（最大10台接続） 赤外線通信＊2

＊1 ご利用できるサービスは3Gケータイ/スマートフォンとは異なります。 ＊2 リモコン非対応

ワンセグau世界サービスおサイフケータイ®＊1

ピンク ネイビーブラックグリーン ホワイトホワイト

※「オートアシスト」、「すぐ文字」、「スマートソニックレシーバー」、「SMART SONIC RECEIVER（ロゴ）」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気
通信連合（ITU）がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEはETSIの商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※ 　 は、フェリカネット
ワークス株式会社の登録商標です。※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。※microSDHC™はSD-3C,LLCの商標です。※「LINE」は、LINE株式会社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 Effect Library」を採用しております。「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。※その他の社名および商品名等は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタロ
グで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソ
フトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全
部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含
まれている、GNU General Public License（GPL）、GNU Library/Lesser General Public License（LGPL）およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフ
トウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

快適な通話機能と使い心地。

わたしたちにちょうどいい GRATINA

KYF37

表情に変化を与える
ツートーンカラー

見やすく押しやすい
キートップ握りやすいラウンドフォルム

見やすいサブディスプレイ
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AMK0154 1711 GRATINA KYF37 メーカーカタログ

このカタログは 2017 年 1 1 月 現 在 のもので す。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、
実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。

一般電話から（通話料無料）

au携帯電話から（通話料無料）

au携帯電話に関する
お問い合わせ

受付時間（9：00～20：00） 局番なし

お 客さまの 都 合 により解 約され た 場 合 、契 約 手 数 料 や 、お 買 い 上 げ 品 代 金 は お 戻しできませ ん 。

注意

［ 主 な 仕 様 ］ GRATINA（グラティーナ） KYF37

4G LTE™

受信最大150Mbps/送信最大25Mbps

約3.4インチ FWVGA TFT液晶

約800万画素CMOS

最大3,264×2,448ドット（8M）

最大1,280×720ドット（HD）

IEEE802.11b/g/n（2.4GHz）

Ver.4.1

耐衝撃（MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV）/
防水（IPX5/IPX8）/防塵（IP5X）

対応通信規格

最大通信速度＊2

ディスプレイ

カメラ

撮影サイズ

外部接続

耐衝撃/
防水/防塵

メイン

静止画

動画

Wi-Fi

Bluetooth®

［ 主 な 対 応 サ ービス ］ ※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。 

【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 IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板（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。【防水・防塵について】背面カバーは確実に取り付けてく
ださい。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5
リットル/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つことです。※IPX8とは、常温で水道水、
かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、
防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵（直径75μm以下）が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。

［ 耐 衝 撃・防 水・防 塵 に 関 す るご 注 意 ］

カラー

サイズ（幅×高さ×厚さ）

重量

バッテリー容量

充電時間

連続通話時間＊1

連続待受時間＊1

au ＩCカード種類

CPU

メモリ 内蔵

 外部

グリーン/ピンク/ホワイト/ネイビーブラック

約51×113×16.7mm（最厚部18.1mm ）

約136g

1,500mAh

約120分（共通ACアダプタ05［別売］使用時）

約590分（VoLTE）

約500時間（4G LTE）

au Nano IC Card 04 LE

MSM8909/1.1GHｚ×4コア

ROM:8GB/RAM:1GB

microSDHC™（最大32GB）

a u携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

＊1：日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる
地域や使用状況などにより短くなります。＊2 ：最大通信速度は通信規格やエリアなどによ
り異なります。最新のエリアはauのホームページをご確認ください。受信最大150Mbps
対応エリアは一部のエリアを除きます。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート
型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものでは
ありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が
大幅に低下する場合があります。また通信速度は機器能力に依存します。※本機種は日
本国内において3G通信はご利用いただけません。
    EZwebサイトはご利用いただけません。従来の3Gケータイでご利用していたコンテ
ンツは継続してご利用いただけません。また、お客さまご自身で退会手続きが必要です。

au VoLTE 緊急速報メールWi-Fiテザリング（最大10台接続） 赤外線通信＊2

＊1 ご利用できるサービスは3Gケータイ/スマートフォンとは異なります。 ＊2 リモコン非対応

ワンセグau世界サービスおサイフケータイ®＊1

ピンク ネイビーブラックグリーン ホワイト

※「オートアシスト」、「すぐ文字」、「スマートソニックレシーバー」、「SMART SONIC RECEIVER（ロゴ）」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気
通信連合（ITU）がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEはETSIの商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※ 　 は、フェリカネット
ワークス株式会社の登録商標です。※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。※microSDHC™はSD-3C,LLCの商標です。※「LINE」は、LINE株式会社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 Effect Library」を採用しております。「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。※その他の社名および商品名等は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタロ
グで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソ
フトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全
部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含
まれている、GNU General Public License（GPL）、GNU Library/Lesser General Public License（LGPL）およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフ
トウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

快適な通話機能と使い心地。

わたしたちにちょうどいい GRATINA

KYF37

表情に変化を与える
ツートーンカラー

見やすく押しやすい
キートップ握りやすいラウンドフォルム

見やすいサブディスプレイ

［テレビde写真］

ケータイで撮影した写真や友人から送られてきた写真
などを、テレビの大きな画面に映して楽しめます。

撮った写真をテレビ画面で楽しめる

※別売りのテレビde写真受信機などが必要です。また、事前に
設定が必要です。

よく使う機能を登録・並び替えてカスタマイズ。カスタムメニュー

よく連絡する相手には簡単操作で電話・メール。ペア機能

外出先でもテレビ（ワンセグ）が楽しめる。

ケータイをかざすだけで支払いができる。

テレビ

電話帳や写真、動画の送受信が可能。赤外線通信

目当てのアドレスを簡単検索。時短検索

よく使う機能をすぐに呼び出せる。カスタマイズキー

おサイフケータイ®*

その他の便利機能もいろいろ

※画像はイメージです。

万一ポケットやバッグから落としても壊れにくい耐衝撃
性能を実現。また、水回りの作業やアウトドア、スポーツ
シーンでも安心の防水・防塵設計です。

［耐衝撃/防水/防塵］

さまざまなシーンでの使用に応える

［カメラ & ディスプレイ］

［天気予報アラーム］

高感度センサーの採用で、夜景や室内などの薄暗いシーンも明るく
クリアに撮影。また、撮った写真は鮮やかで美しいディスプレイで
楽しめます。

約800万画素カメラ & 約3.4インチディスプレイ

活動ごとのカロリーも教えてくれる

ウォーキングはもちろん、ジョギング、サイクリングなどのエクササイズ
や一日の行動ごとの歩数、カロリーも表示できます。

一日の計画的な行動をサポート

アラームと同時に天気予報を音声でお知らせ。目覚めたときにその
日の天気がわかります。雨の予報の場合には、設定時刻より早めに
アラームを鳴らすこともできます。

※事前に設定が必要です。

＊ご利用できるサービスは3Gケータイ/スマートフォンとは異なります。

※事前に設定が必要な機能もあります。

［オートアシスト®］

動作を検知して次の行動をアシスト

ケータイを扱う動作に反応して、設定・解除・通知などを自動的に行います。

※事前に設定が必要です。

※別途お申し込みが必要です。

ご自宅にWi-Fiを導入されている方は、一度設定
すれば、家ではデータ容量を気にせずネットや
大容量コンテンツなどをご利用いただけます。

［Wi-Fi®］

この製品の通信環境を使って、外出先でもパソコン
やゲーム機器などを、手軽にネットワークに接続
できます。

［テザリング］

スマホの便利な機能を使い慣れたケータイで

待受画面で入力した文字がすぐ使える

［すぐ文字®］ ※事前に設定が必要です。

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

入力した文字を
何に使うか選べる

待受画面から直接文字を
入力。その文字を使って、
WEB検索やメール送信、
メモなどが素早く行えます。

本日の
天気予報は
雨ときどき曇り

です。

【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 IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板
（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。【防水・防塵について】IPX5/IPX8の
防水、IP5Xの防塵性能。背面カバーは確実に取り付けてください。

［歩数計］

NEW

NEW

NEW

NEW

夜道の一人歩きなどに通話しているふりができる。フェイク着信

サブディスプレイ点灯

スヌーズ解除

お知らせ2次通知

イヤホン接続通知

ケータイを手に取ると、
自動でサブディスプレイを点灯。

歩行を検知すると、
アラームのスヌーズを自動解除。

ケータイを手に取ったときや、設定したタイミングに、
着信やメールの受信などを再通知。

イヤホン（別売り）装着時に
利用頻度の高いアプリを自動表示。

ケータイに
届いた写真も
大画面で！

毎 日を もっと 素 敵 に する
多 彩 な 機 能 も 搭 載しました 。

※計測数値は目安です。また、
事前に設定が必要です。

テレビde写真受信機

初期設定時は
F1ボタンで
映せます。

［スマートソニックレシーバー®］

音と振動で相手の声を伝える京セラ独自の機能。画面全体で音を
伝えるので、耳を覆うように、周囲の騒音を遮蔽して通話ができます。

騒がしい場所でも安心の聞こえやすさ

［聞こえ調整］

快適な通話機能
通話中に利用シーンに合わせた音質が選べます。
また、事前にお好みの設定をしておくことも可能です。

甲高い音を軽減。
耳にやさしく。

高音域を強調。
子どもの声も
聞き取りやすく。

うるさく感じる音
を小さく。

やわらかく はっきりと おさえめに

※高音質での通話は、auのVoLTE対応端末同士（auの4G LTEエリア内）
の通話でご利用が可能です。

※「聞こえ調整」を利用しない場合は、音の全体バランスを考慮した標準音質
設定となります。

［高音質通話VoLTE］
広範囲な周波数帯域にまで対応。高い通話品質を実現しました。

京セラ特許技術を含む機能

特許

［ステップアップ着信］

10分間に2回以上同じ相手から不在着信が続くと、段階的に
着信音を大きくしたり、バイブを長く振動させます。

大事な着信を逃さない

NEW

NEW特許 GRATINAシリーズに初搭載の機能

［不在着信スヌーズ］ NEW

不在着信があった場合、
着信から５分、１０分、２０分、
６０分後に、ディスプレイ
の自動点灯や音とバイブ
で、確認するまで繰り返し
お知らせします。

ま ず、ケ ー タイとして
もっとも大 切 な 性 能 に
こだ わりました 。

耳をあてる
位置を
気にしない

■録音可能時間：1件あたり最大60分、50件まで（本体の空き容量に依存します）

［あとから録音］

通話終了時に、直前の通話内容を音声
データとしてまるごと保存。大事な用件を
うっかり忘れても後から聞き直すことが
できます。

・ 外出先でメモが取れず、
　客先との大事な通話内容
　を忘れてしまった。

・ 美容院や歯医者の予約をしたのに、
  その日時が思い出せない。

大切な通話内容を保存

NEW

こんなときに
便利！

※事前に設定が必要です。
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