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ゴールド レッドブルー

［主な仕様］
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
OS
CPU
メモリ

対応通信規格＊2

内蔵
外部

メイン
サブ（イン）

Wi-Fi®

Bluetooth®

外部デバイス/その他

受信最大150Mbps/送信最大25Mbps
約5.0インチ FHD TFT液晶
約1,300万画素CMOS
約500万画素CMOS
最大4,160×3,120ドット（13M）
最大1,920×1,080ドット（FHD）
IEEE802.11a/b/g/n/ac
Ver.4.2
ステレオイヤホンジャック
防水（IPX5/IPX8）/防塵（IP5X）

最大通信速度＊3

ディスプレイ　
カメラ

撮影サイズ

外部接続

防水/防塵
付属品

キャップ類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。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を
保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

［防水・防塵に関するご注意］

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 au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:「4G LTE」「WiMAX 2+」は、スマートフォンの画面
表示はいずれも「4G」となります。また回線の混雑状況等に応
じ、より混雑が少ないとKDDIが判断したネットワークに接続し
ます。＊3: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。

静止画
動画

※「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。※Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。※WiMAXは、
WiMAX Forum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。※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。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しています。「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。※シーン検出技術には株式会社モル
フォの「PhotoScouter」を採用しております。「PhotoScouter」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。※microSDXC™はSD-3C,LLCの商標です。※Dragontrail®とそのシンボルマークとは旭硝子株式会社の登録商標です。※「LINE」は、LINE株式会社の商標または登
録商標です。※「家族アルバム みてね」は、株式会社ミクシィの登録商標です。※その他の社名および商品名は、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、お客さま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行ってはなりません。（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。

ゴールド/ブルー/レッド
約71×144×9.9mm（最厚部10.1mm）
約150g
2,940mAh
約160分（Type C共通ACアダプタ01［別売］使用時）
約1,260分（VoLTE）
約580時間（4G LTE/WiMAX 2+エリア）
au Nano IC Card 04
Android™ 7.1
MSM8937/1.4GHz×4コア+1.1GHz×4コア
ROM：32GB/RAM：3GB
microSDXC™（最大256GB）
4G LTE™/WiMAX 2+

卓上ホルダ/京セラTVアンテナケーブル04/
IC Cardトレイ取り出し工具（試供品）/
かざして診断カード

BASIO3（ベイシオ スリー）

au VoLTE Wi-Fiテザリング（最大10台接続）

※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。 ［主な対応サービス］

au世界サービス 緊急速報メール

［純正ブックケース（別売）］

ケースをつけたままカメラスライドカバーの開閉や、
卓上ホルダで充電が可能。

※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。
Ⓒ 2017 KYOCERA Corporation

製造元

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

AMK0156 1801 BASIO3 KYV43メーカーカタログ

このカタログは2017年12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



快適スマホ、できました。したいをできたに変える
・  ・  ・・  ・  ・

はじめてのスマホは、
したいこといっぱい。
・  ・  ・

両親がうまく使える
スマホがいい!

両親とスムーズに
会話を楽しみたい！

子どもたちの写真や
動画を手軽に見せたい！

困ったときも
自分で解決したい！

よく使う機能ほど
かんたんに操作したい！

シャッターチャンスを
逃したくない！

「スマホをはじめたいけど
使い方が難しそう…」
そんなスマホ初心者の声を
カタチにしました。
かんたん操作の多機能スマホ
「BASIO3」誕生。

ゴールド ブルー レッド

専用カードにかざして、
困ったことをかんたん診断

家族といっしょに
メッセージや写真を楽しむ

カバーを開くだけですぐカメラ起動、
かんたん操作で思い出が残せる

動画＆練習機能で
使い方を楽しく覚えられる

あんしんの防水・防塵

聞き取りやすいから、
会話がはずむ

見やすさと使いやすさを追求した、
ホーム画面＆操作ボタン

毎日のあんしんをつなぐ、
充実のお知らせ機能

※IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。ご使用の際は、キャップ類
は確実に取り付けてください。

ベイシオスリー
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したいをできた！に変える

「スマホをはじめたいけど
使い方が難しそう…」
そんなスマホ初心者の声を
カタチにしました。
かんたん操作のあんしんスマホ
「BASIO3」誕生。

カードにかざして、
困ったことをかんたん診断

大切な人ともっとつながる

カバーを開くだけですぐカメラ起動、
かんたん操作で思い出が残せる

動画＆練習機能で、
使い方も活用法も一目瞭然

あんしんの防水・防塵※

聞き取りやすいから、
会話がはずむ

見やすさと使いやすさを追求した、
ホーム画面＆操作ボタン

毎日のあんしんをつなぐ、
充実のお知らせ機能

※IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。ご使用の際は、キャップ類は
確実に取り付けてください。無故障を保証するものではありません。

※画像はイメージです。

ベイシオ スリー



スマホの健康診断/かざして診断カード

専用カードにかざして、
困ったことをかんたん診断

カバーを開くだけですぐカメラ起動、
かんたん操作で思い出が残せる

動画＆練習機能で
使い方を楽しく覚えられる

こんなことも、あんなことも、これ一台でできた！

写真やメッセージのやりとりが簡単に楽しめる
LINEに対応。家族や友人との交流が深まります。

スライドカバーつき約1,300万画素メインカメラ

使いこなし動画 NEW テレビde写真 NEW使い方練習 NEW

スマホでできることや便利な
活用方法などを動画でわかりやすく
紹介しています。

専用アプリで、スマホの使い方を
楽しく練習することができます。
基本操作や使い方など
を事前に覚えることが
できるので、初心者にも
あんしんです。

スライドカバーを開くだけで、すぐにカメラが起動するので、
シャッターチャンスを逃しません。さらに、汚れや傷からレンズ
を保護するのであんしんです。
また、ピント合わせも速く、キレイな写真が撮影できます。

家族やペットの写真など、スマホで
撮った写真や、届いた写真をテレビ
画面に映して、家族みんなで楽しむ
ことができます。
※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。

※アプリのダウンロードおよび初期設定が必要です。 　　    ©LINE Corporation

※「みてね」は、ご家族（パパ・ママ）からの招待が必要です。

LINE

パパ・ママが撮った子どもの写真や動画を
かんたん共有、整理。家族で楽しく会話したり
成長を振り返ることができます。

家族アルバム みてね

NEW特許 京セラ特許技術を含む機能 BASIOシリーズに初搭載の機能

「いつも通り使えない…」などのスマホトラブルは、「スマホの
健康診断」アプリにお任せ。製品に同梱されている「かざして
診断カード」にBASIO3をかざすと原因を診断できます。

家族といっしょに
メッセージや写真を楽しむ

テレビde写真
受信機（別売）
テレビde写真
受信機（別売）

開くだけで
すぐ起動！

NEW

※画像はイメージです。画面を表示し、BASIO3をカードにかざす 起動したら、「診察」ボタンをタップ 症状を選んで「治療」ボタンをタップ

※「使いこなし動画」は、あらかじめ本体に搭載されていますので
通信料を気にせず何度でもご覧いただけます。

※通信料がかかります。

診断カード」にBASIO3をかざすと原因を診断できます。



初心者向けホーム画面

見やすさと使いやすさを追求した、
ホーム画面＆操作ボタン

聞き取りやすいから、
会話がはずむ

毎日のあんしんをつなぐ、
充実のお知らせ機能

画面全体から音を伝えるので、画面のどこに耳をあてても聞こえます。また、
画面で耳を覆うようにすれば、周囲の騒音を遮蔽でき、騒がしい場所でも
相手の声がはっきり聞き取れます。

スマートソニックレシーバー®

通話中の相手の声が聞き取りにくい場合、自分が
聞きやすい音質に調整することができます。

聞こえ調整

相手の声の速度を
落として、聞き取り
やすくします。

ゆっくり通話

※「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。

やわらかく はっきりと おさえめに

こんなことも、あんなことも、これ一台でできた！ はじめてのスマホ体験
・  ・  ・

大きなアイコンと文字で見やすく表示。これまで使い慣れたケータイの操作性も取り入れました。

［原寸大］（基本パターンホーム画面）

画面には、傷がつきにくく、
高い強度を誇るDragontrail® X

ガラスを搭載。

基本パターンに加えて、
初心者向けもあるから
あんしん。切り替えも
かんたんです。

選べるホーム画面

受話やメール確認はボタンで操作できてあんしん。
電話がかかってきたときも、焦らず対応できます。

電話・メールボタン

音声着信を
光ってお知らせ

新着メールを
光ってお知らせ

電話 ホーム メール

よく使う連絡先を3件まで登録できます。

ダイレクトボタン

特許

NEW特許 京セラ特許技術を含む機能 BASIOシリーズに初搭載の機能 ※画像はイメージです。

「画面メモ」を押すだけで、今見
ている画面をかんたん保存。
保存した画面は「写真/動画」
フォルダの「画面メモ」で確認
できます。

画面メモ NEW

外出先での体調不良など、万が一のときに、ご自身の情報を医療従事者等に提示する
ことができます。セキュリティロックをかけていても、第三者が確認することができます。
※事前に設定が必要です。

救急あんしん情報

目標に対する達成率をわかり
やすく表示。離れて暮らすご家族
などに、前日の歩数を通知できる
「歩数計通知」機能つき。
※数値は目安です。また、事前に設定が必要です。

歩数計/歩数計通知
ホーム画面の「通知を
見る」をタップすると、
通知パネルの内容を
確認することができます。

NEW

お知らせ通知 NEW

困ったときは
「初心者」アイコンを

タップ




