
サイズ（W×H×D）
重量
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72×145×8.4mm（突起部を除く）
約130g

約1,360分（3G）/約1,010分（4G LTETM）/
約780分（GSM）

約720時間（3G）/約620時間（4G）/
約640時間（4G LTE）/約680時間（GSM）
2,600mAh
約140分※3

Android™ 8.0
MSM8937（オクタコア） 1.4GHz+1.1GHz
RAM：3GB/ROM：32GB
microSDXC™（最大256GB）

●「ハイブリッドシールド」「グローブタッチ」「ウェットタッチ」は、京セラ株式会社の登録商標です。●「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。●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、一部の通信において制御を行
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「Y!」のロゴマークは、米国
Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。●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 LLC の商標で
す。●オレオはモンデリーズ・インターナショナル グループの商標です。●microSDXC™はSD-3C,LLCの商標です。●Dragontrail®は、AGC旭硝子の登録商標
です。●USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。●本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore® 3.0 Plusを
搭載しています。Copyright © 2013 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.●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。●画面の表示は全てイメージです。●このカタログの内容は2018年1月現在のものです。

カメラ

防水※4

防塵※4

耐衝撃※4

Wi-Fi®

Bluetooth®

Wi-Fiテザリング
赤外線
歩数計

アウトカメラ

インカメラ

有効画素数約1,300万画素
CMOSカメラ（AF）
有効画素数約500万画素CMOSカメラ
IPX5/IPX7
IP5X
MIL規格準拠
IEEE802.11b/g/n（2.4GHz対応） 
Ver.4.2
○（10台）
○
○

■付属品：お願いとご注意/クイックスタート/保証書

※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 USB TypeｰCTM対応アダプタY1-AC17-TCQC使用時。端末本体の電源を切った状態で測定した数値となります。
※4 防水、防塵、耐衝撃については、本ページ下の説明部分をご確認ください。

© 2018 KYOCERA Corporation

【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。電話機本体が濡れている状態では、USBプラグを絶対に接続しないでください。【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-Procedure lV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。

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

［主な仕様］
約5.0インチ FHD TFT液晶ディスプレイ

※ [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。高強度ディスプレイにより
　Android One スマートフォン「S2」よりガラスが割れにくくなりました。 [防水・防塵について]IPX5/IPX7の防水、IP5Xの防塵性能。

さらに強化した耐衝撃。防水・防塵 Android One※



ホワイト ピンクライトブルーブラウンブラック

手に馴染むスリムデザインとナチュラルなカラーが、
日々の暮らしを彩ります。

ストラップホール外部接続端子

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

いち早く最新のOSを体験※1※3。
セキュリティも毎月更新されるため※2 ※3、安心して使用できる。

※1 発売から24ヵ月間に最低1回以上のアップデートを実施するものです。
※2 発売から3年間のアップデートを実施するものです。
※3 アップデート期間の変更があった場合は、WEBサイト等でお知らせします。

ストラップ装着可能なストラップホールを備え
落下を防止。イヤホンマイク端子、外部接続
端子はキャップレス防水・防塵※です。
 [防水・防塵について]※IPX5/IPX7の防水、IP5Xの防塵性能。
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※

※ 発売から24カ月間に最低1回以上のアップデートを実施するものです。
　 アップデート期間の変更があった場合は、WEBサイト等でお知らせします。







耐久性を備えた、優しいフォルム。

耐衝撃※

防水・防塵※割れにくい高強度ディスプレイ
雨の日にも使える防水設計で、汚れた時も水洗い
できます。チリやホコリにも強く、ガーデニング
などアウトドアでも気にせず使えて安心です。

米国国防総省の調達基準 MIL-STD-810G 耐落下衝撃規格に準拠

割れにくく、傷つきにくい高強度なハイブリッドシールドを採用した堅牢な
設計。落下や傷にも強くて安心です。

［防水について］ ※ IPX5、IPX7の防水性能。 
［防塵について］ ※ IP5Xの防塵性能。

［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。 高画質カメラ＆見やすい大画面
約1,300万画素カメラと約5.0インチフルHD高解像度ディスプレイを搭載。
美しい画質で、写真や動画を撮るのも見るのも楽しめます。

3日間以上使える省電力設計。不意の出張や
ご旅行でも、安心です。
※ 通話やメールの送受信など、想定されるお客さまの使用ケースを
　  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）。

電池持ち3日間以上※

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

特許 京セラ特許技術を含む機能

ハイブリッドシールド®特許

強化ガラスの上に傷に強い樹脂スクリーン
を貼り合わせた構造で、表示部のガラス
割れを軽減する京セラの特許技術です。

アクリルスクリーン
強化ガラス

衝撃を
緩和

スマホ
外装

液晶ディスプレイ
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シーンを選ばず便利で使いやすい。

ウェットタッチ®

手が濡れた状態でも操作できる
タッチパネル。キッチンなどの
水まわりで手軽に使えます。

グローブタッチ®

冬の手 袋やバイクのグローブ
でも、そのままタッチ。使いたい
時にすぐ操作できます。

赤外線通信
ガラケーからのデータ移行も簡単でスピーディ。
ガラケーにある連絡先や写真データも転送できます。

歩数計
ウォーキングに便利な歩数計も搭載。歩数から消費
カロリーを計 測でき、健 康 管 理 に役 立ちます。

※ グローブの種類によっては操作しづらい
　 場合があります。また、水に濡れた状 態
　 ではグローブ操作はできません。 

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

●低反射
画面の反射を抑えて文字がくっきり見えやすい

●高い透過率
透過率95%以上で画面を鮮やかに映し出す

国内外のブランドやクリエーター、
アーティストなどとコラボレーション

HIROCOLEDGE とのコラボレーションケース

●高硬度強化ガラスDragontrail®

硬度9H(ガラス面の硬度)でキズに強く、90%以上の透過率を誇る高硬度強化ガラス
Dragontrail®を採用　　　　　　※ Dragontrail®はAGC旭硝子の登録商標です

●高画質そのままに
透明度が高く(透過率90%以上)画像を美しく映し出す

液晶保護ガラス

見やすい低反射保護フィルム

●角度調整スタンド
好きな角度に調整できるスタンド
機能付き

●マグネットロック
スムーズな開閉と薄さを両立した
側面マグネットロック

●カード収納
フリップにカード(1枚)を収納できる
ポケット付きで、通勤・通学に便利

●横開き手帳タイプ
使いやすいデザインのスリムな手帳
型ケース

スタンドフリップケース

※ 製品の仕様など、一部商品の内容に変更が生じる場合があります。 ※ 掲載されている内容は、2018年1月現在の内容です。 ※ 全国のワイ
　 モバイルショップおよび家電量販店、ワイモバイルセレクションオンラインショップでお取り扱い予定。一部お取り扱いのない場合もございます。

ブラック ネイビー

001 MONO

ピンク

HIROCOLEDGE Design Stand Flip

002 MONO

©2017 TAKAHASHI HIROKO
www.hirocoledge.com
Instagram : @hirocoledge

日本を代表する着物アーティスト・タカハシヒロコ
が展開するブランド。 日本工芸のもつ伝統とアートの
斬新性、幾何学パターンと煽情的デザインが融合。
仏外務省招聘により CITE INTERNATIONALE 
DES ARTSにて作家活動。 ミスユニバース世界大会
の日本代表ナショナルコスチューム担当。東京藝術
大学大学院工芸専攻染織研究領域博士号取得。

※  IPX5、IPX 7の 防 水 性 能。防 水の 注 意
　 事項は最終ページをご覧ください。全て
　 の濡れた状態での動作を保証するもの
　 ではありません。

オプション品
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