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＊1米国国防総省の調達基準のうち耐久試験（MIL-STD-810G）22項目に準拠及び京セラ独自の鋼球落下・タンブル（連続落下）・耐荷重・耐海水・温水
シャワーに加え高さ約2.0mから26方向での鉄板・コンクリートへの落下試験をクリアしたau初のスマートフォン（2019年4月24日現在、京セラ調べ）。
無故障を保証するものではありません。 ＊2ロックノブを開閉するためのLOCK回転工具（試供品）は同梱。

仕事や遊びに全力なら、
少しぐらいの冒険はつきものだ。
泥はねや水濡れ、落下や衝撃…
そんな不安は振り払え。
新しいTORQUEをその手に、
新しい冒険へ飛び出そう！

G04

ガシガシ使え。
思いっきり、アソベ。

圧倒的な強さ＊1のために。
堅牢性・耐久性へのあくなき挑戦。

落下や衝撃に強いフォルム
外周を囲う太リムが本体にかかる捻れやたわみを低減し、
厚みのあるコーナーバンパーが4隅への衝撃を和らげます。
その堅牢性が、八角形をベースにした独特なボディデザイン
に現れています。

1. 壊れにくさを追求した内部構造
背面カバーを締め付ける金属製のロックノブ＊2と、電池パック
収納部周りの防水パッキンが本体の密閉性を高めます。
また、樹脂製のインナープレートを採用し、連続衝撃に
強い強靭な構造＊1と軽量化を同時に実現しました。

2.

タッチパネルやレンズを守る構造
耐擦傷性の高いアクリルスクリーンと割れにくい強化ガラス
（Dragontrail®）を重ねた「ハイブリッドシールド®」。タッチの
操作感を損ねずにディスプレイを守ります。背面の2つの
カメラにも同じ強化ガラスを採用しています。

3.
落下防止のために必要なストラップホール、ハードホルダー
がセットできる専用アクセサリー取付口、水中での操作に
欠かせないカメラボタン、電源ボタン｜指紋センサーの位置
が指の感触だけでわかるキーガードなどをボディデザインに
すっきりと収めました。

4. アクティブユーザーをサポートするデザイン

道なき道を行け、高い壁は乗り越えろ。
パワフルでダイナミックなスタイルを体現した
タフネスデザイン。

堅牢性の高いデザイン

手ブレと暗所に強い。細部まで鮮やかに撮れる
約2,400万画素のメインカメラ。

海、山、過酷な環境下でも自在に使える、
卓越した操作性。

TOUGHNESS 
TOUGHNESS 

DESIGN

※画像はイメージです。京セラ特許技術を含む機能特許



CAMERA COMMUNICATION
限界に挑戦したハードな耐久性
米国国防総省が定める調達基準MIL-STD-810Gの22項目に加え
これまでのTORQUEシリーズを上回る、京セラ独自の耐久試験をクリア。

＜MIL-STD-810Gについて＞米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）の22項目〔Blowing Rain（風雨）、Immersion（浸漬）、Rain Drip（雨滴）、Sand and Dust（粉塵）、
Shock（落下/衝撃）、Vibration（振動）、Solar Radiation（太陽光照射）、Humidity（湿度）、High Temperature（高温動作/高温保管）、Low Temperature（低温動作/低温保管）、
Temperature Shock（温度衝撃）、Low Pressure（低圧動作/低圧保管）、Salt Fog（塩水噴霧）、Freeze-Thaw（凍結-融解）、Icing/Freezing Rain（氷・低温雨）〕に準拠した試験を実施。
＜耐衝撃について＞MIL-STD-810G Method 516.7：Shock-Procedure IVに準拠した試験、および以下の京セラ独自試験（高さ約2.0mから鉄板・コンクリートに製品を26方向で落下
させる試験、高さ約1.0mから500回連続落下させる試験、約100gの鋼球を1mの高さからディスプレイ面(中央)に落下させる試験）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。＜防水について＞京セラ独自試験（約2.0ｍの水中に60分間浸漬）を実施しています。＜耐荷重について＞京セラ独自の耐久試験を実施。ボディ全体に約100kgf
の面荷重が均等にかかっても電話機の性能を保つことを意味します。＜耐海水について＞日本沿岸部を想定した海水で京セラ独自の耐久試験を実施。水深約2.0mに約60分沈めて
も本製品内部に浸水せず、電話機の性能を保つことです。全ての海水耐久に対して保証するものではございません。＜温水シャワーについて＞京セラ独自にシャワーの温度程度の
お湯（43℃以下）が端末にかかっても故障しないことを試験しています。長時間のシャワーのご使用はしないでください。お湯に浸けないでください。シャンプーや石鹸などが付着した場
合は、すぐに水道水で洗い流してください。＊パッキン部の収縮による浸水や結露のおそれがありますので、急激な温度変化は避けてください。＊シャワーご使用後は、乾いた柔らか
い布でふきとってください。＊海水や砂、泥、ほこりなどの異物が本製品に付着するような場所で使用したときは、シャワーだけでは洗い流しきれず、そのまま使用すると故障の原因となる
場合がありますので、取扱説明書に記載の「お手入れのしかた」を参考にお手入れを実施してください。＜温度耐久について＞京セラ独自の耐久試験を実施。 高温動作環境60℃で連続
3時間の動作試験、高温保管環境70℃で連続4時間の高温耐久試験、30～70℃まで変化させる高温耐久試験をそれぞれ実施し、外装の変形・破損・故障しないことを試験しています。 
本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全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。

グッと拡大しても、細部まで
キレイ。メインカメラは、新た
に採用したイメージセンサー
による約2,400万画素の超
高精細画質で撮影すること
ができます。ノイズが少なく、
シャープな描写が可能に
なりました。

約2,400万画素の
超高精細画質

メインカメラのレンズはF値1.8の明るいレンズなので、夜景
やキャンドルライトといった暗所撮影が可能です。また、暗所
撮影時にはイメージセンサーの4つの受像部を結合し、被写
体の色味や質感をより高感度で再現します。

暗所撮影が明るく鮮やかに

防水 耐海水・塩水耐久・温水耐久

耐衝撃・耐振動 耐荷重

風雨（１） 風雨（２） 耐海水 塩水噴霧雨滴 浸漬

湿度

温水シャワー

タンブル 衝撃 振動落下（鉄板/コンクリート） 鋼球落下

粉塵太陽光照射 氷・低温雨 凍結-融解 低圧動作 低圧保管

耐荷重

耐日射 耐氷結 防湿 低圧対応 防塵

温度耐久

135°スーパーワイド
アングルカメラ

メインカメラ

搭載する全てのカメラに適応する優れた手ブレ補正技術
（Vidhance）。動きが速い被写体
を追って自分が動きながら撮影
する時など、キレイに写せます。

手ブレ補正

補正なし

補正あり

TOUGHNESS

SPEC

感動をそのまま撮影する。挑戦がもっと楽しくなる。
その時の空気感や臨場感を
ドラマチックに写し出すカメラ機能。

手ブレと暗所に
強いカメラ

TORQUE G03から向上した機能・性能UPGRADE

降雨量1.7mm/min、
6方向各30分間の
降雨試験

風速18m/s
環境下で
30分間の
降雨試験

高さ1m雨滴
（15分）の
防水試験

約1.5mの水中に
30分間浸漬する試験
【京セラ独自基準：
約2.0ｍの水中に
60分間浸漬】

日本沿岸部を
想定した海水で、
水深約2.0mに
約60分沈める
耐久試験

連続24時間の
5%塩水噴霧後、
24時間乾燥させる
塩水耐久試験

シャワーの温度
程度のお湯
（43℃以下）を
端末にかける試験

高温動作（１）
動作環境：50℃で
連続3時間の動作試験
【京セラ独自基準：
60℃で連続3時間の
動作試験】

高温動作（２）
動作環境：
32～49℃まで
３サイクル
温度変化させる
動作試験

低温動作
動作環境：
-21℃で
連続3時間の
動作試験

低温保管
保管環境：
-30℃で
連続4時間の
低温耐久試験

温度衝撃
-21～50℃の
急激な
温度変化で
連続3時間の
温度耐久試験

連続20時間
1,120W/㎡の日射後、
4時間offを10日間
繰り返す試験

-10℃の冷却水で
6mm厚の氷が張る
まで氷結させる
試験

-10℃で結露や霧を
発生させ1時間維持し、
25℃、95%RHで
動作を確認する試験

連続10日間
（95%RH）の
高湿度試験

連続2時間
（57.2kPa/高度
約4,572m相当）
の低圧動作試験

連続2時間
（57.2kPa/高度
約4,572m相当）
の低圧保管試験

連続6時間
（風速8.9m/s、
濃度10.6ｇ/㎥）
の粉塵試験

高さ約1.22mから26方向で
合板（ラワン材）に落下させる試験
【京セラ独自基準：高さ約2.0mから鉄板・
コンクリートに製品を26方向で落下】

高さ約1.0mから
500回連続落下
させる試験

衝撃試験機に端末
を取り付け、40Gの
衝撃を6方向から
3回与える試験

3時間（3方向
各1時間/20～
2,000Hz）の
振動試験

約100gの鋼球を
1mの高さから
ディスプレイ面(中央)
に落下させる試験

ボディ全体に
約100kgfの
面荷重を均等に
かける試験

高温保管（１）
保管環境：60℃で連続
4時間の高温耐久試験
【京セラ独自基準：70℃
で連続4時間の
高温耐久試験】

高温保管（２）
保管環境：30～60℃まで
変化させる高温耐久試験
【京セラ独自基準：30℃
から70℃まで変化させる
高温耐久試験】
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◎本製品の計測センサーやGPSにより得られる測位などの情報は、高度な信頼性を必要とする目的でのご利用はできません。計測の誤差による
損害および逸失利益に関して、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



◎本製品による方位、気圧、高度などの計測センサーおよびGPSの数値は絶対的なものではありません。
　環境よっては誤差が発生するため、あくまで目安としてご使用ください。
◎方位計は、地球の微小な磁場を感知して方位を算出しているため、建物内や電化製品の近くなど磁場に影響する環境
　では、誤差が大きくなる場合があります。詳細はauホームページをご覧ください。
◎各数値によって生じたいかなるトラブル・損害・損失・逸失利益に関して、当社では一切の責任を負いかねますので
　あらかじめご了承ください。
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PERFORMANCE
安心・快適を支えるテクニカルパフォーマンス

OPTION
ハードに使い込んでも交換できるから安心

縦向き・横向きにすると画面回転用のアイコンが表示される
など、使い勝手が向上。また、機械学習を使って画面の明るさ
を自動調整したり、アプリの使用頻度によってアプリごとに
電力を割り振るなど、電池の消費が最適化されています。

Android™ 9 Pie

ハイパフォーマンスの４コアと低消費電力で駆動する４コア
を組み合わせた８コア仕様のCPU。電源ONやカメラの立ち
上げ、グラフィックの表示スピードがスムーズに、アプリも
サクサクと快適に動きます。

Qualcomm® Snapdragon™ 660：
2.2GHz/4コア＋1.8GHz/4コア

USBケーブルに直接つな
がなくても充電できるワイ
ヤレス充電に対応。ワイヤ
レス充電台（別売）に置く
だけで充電が可能です。

ワイヤレス充電
USB Power Delivery 2.0
に対応した充電器（別売）
があれば、急速充電が可
能です。

急速充電（USB Power Delivery 2.0）

ACCESSORY

COLOR VARIATION

TORQUE G04 の楽しみをさらに広げるアクティブギア

（別売）

（別売）

本体デザインとフィットするTORQUE G04専用のハードホルダー。衝撃や振動に強いTORQUEならではの定番アクセサリーです。
カラビナ付きで、アウトドアや作業現場に安心して持ち出せます。

ハードホルダー［au +1 collection］

ブルー レッド ブラック

正面カバー｜背面カバー
スピーカー部をガードする正面カバー
と裏面の背面カバーはそれぞれ着脱
可能です。

1. 正面スクリーン
「ハイブリッドシールド®」のアクリル
スクリーンは、正面カバーを外して
交換できます。

2. USBカバー
長くお使いいただく中で開閉が多く
消耗しやすいUSBカバーをTORQUE
シリーズとして初のオプション設定。

3.

1

4

2

3

TORQUEスマートフォンに初搭載の機能NEW

電池パック
アウトドアで持ち運びしやすい電池
パック。脱落防止の電池ロックを
外して交換できます。

4.

※国際標準規格「Qi」に対応。

1 00 9 ※画像はイメージです。




