［ 主な仕様 ］
サイズ（W×H×D）
重量

約71×159×8.9mm（突起部を除く）
約151g

ディスプレイ

連続通話時間※1

約1,400分
（3G）
/約1,500分
（4G LTETM）
/
約960分
（GSM）

カメラ

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

アウトカメラ
インカメラ

防水※4
約710時間
（3G）
/約680時間
（4G）
/
約690時間
（4G LTE）
/約740時間
（GSM） 防塵※4
3,300mAh
耐衝撃※4
約180分※3
Wi-Fi®
Android™ 10
Bluetooth®
MT6761/2.0GHz×4コア
Wi-Fiテザリング
RAM：3GB/ROM：32GB
赤外線
microSDXC™
（最大512GB）
歩数計

約5.6インチ HD+ 有機EL
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/IPX8
IP6X
MIL規格準拠
IEEE802.11a/b/g/n/ac
Ver.5.0
○（10台）
○
○

かんたん、あんしん。
スマホの 楽しさ思いのままに。

■付属品：かんたんガイドブック/ワンセグアンテナ
（試供品）
※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C™対応アダプタY1-AC17-TCQC
（別売）
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。

ワイモバイル カスタマーサポート
（通話料有料）
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから

151

他社のスマートフォン・
ケータイや固定電話から

0570-039-151

［オペレーター対応時間］電話10:00〜19:00 / チャット9:00〜20:00 ※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。
※
「押すだけサポート」の診断機能は、京セラにて特許権取得済みです。
「押すだけサポート」の名称およびアイコンは、
日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の
登録商標または商標です。
※
「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：https://www.ymobile.jp/service/info/tsushin.html）
。
※
「Yahoo!」および「Y!」
のロゴマークは、米国 Oath Inc. の登録商標または商標です。
※
「LINE」
は、LINE 株式会社の商標または登録商標です。
※文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社の iWnn IME
を使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. ※QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※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。
※Wi-Fi® は Wi-Fi Alliance の登録商標です。
※Google、Android、Google
Play、YouTube、およびその他のマークは Google LLC の商標です。
※microSDXC™は SD-3C,LLC の商標です。
※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 2021 年 1 月現在のものです。
【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。
IPX8:常温で、水道水、かつ静水の水深1.5m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。
カードスロットキャップは確実に取り付けてください。
【防塵について】IP6X：防塵試験用粉塵（直径75μm以下）
が内部に入らないように保護されてい
ることを意味します。
【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 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。
【泡でお手入れについて】国内メーカー製の泡タイプの
ハンドソープ/ボディソープをご使用ください。種類の異なる泡ハンドソープ/泡ボディソープは混ぜないでください。
キッチン用・業務用・無添加・アルカリ性のハンドソー
プ、業務用・無添加・アルカリ性のボディソープや、石けん、洗剤、入浴剤、
シャンプー、
リンス、洗顔料、
メイク落とし、歯磨き粉などを使用しないでください。付着した場合に
はすぐに水で洗い流してください。製品の有する性能は試験環境下での確認であり、無故障を保証するものではありません。
【アルコールなどのお手入れについて】
イソプ
ロピルアルコール
（99.7%以下）
、
エタノール
（99.5%以下）
をご使用ください。製品の有する性能は試験環境下での確認であり、無故障を保証するものではありません。

※

© 2021 KYOCERA Corporation

※お手入れの方法は、京セラのかんたんスマホ2のWEBサイトをご確認ください。

できること、かんたんに広がる。
文字・画像がはっきり見える大画面や、
お困りごとを解決するサポート機能などで、

みんなが「つながる」カタチに。
あらゆる世代が気軽にふれあい、
たのしく時をわかちあう未来のために。
これからも
「つながる」カタチを

“はじめてのスマホ”を、もっと安心に。

追い求めていきます。

家族や友人、好きなもの、新しいことへ

笑 顔 ツ ナゲル

K YO C E R A

かんたんスムーズにつながります。

レッド

シルバー

ネイビー
※商品写真および画面・画像はイメージです。

スマホで、できる楽しさ、つながるよろこびを、あなたにも
かんたん

あんしん

べんり

光ってお知らせ

電話

ホーム メール

困ったときには
「サポート」
ボタン
を押すだけでスマホが自己解決。
専用窓口にもつながります。
押すだけ

各症状の解決へ
無料相談窓口

※京セラ株式会社にて特許権取得済みです。

Google レンズ

TM

カメラを向けるだけで、植物の名前を
調べたり、外国語の翻訳ができます。

約1,300万画素の高画質

ピント合わせが速く、
きれいな写真
や動画がかんたんに撮影できます。

QR コードを読み取り

カメラを向けるだけで、
QRコード
も自動で読み取ります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

電話着信やメール受信を

押すだけサポート※

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

電話に出るときやメールを確認するときは、
ケータイと同じ感覚のキー操作だから安心。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

電話・ホーム・メール専用キー

めくって中面もご覧ください。

人気のアプリで、
たのしみがふえる

困ったときに、
頼れるサポート

ケータイのように
わかりやすいキー操作

光ってお知らせ

ひろがり

カメラを向ければ教えてくれる

LINE

元気で
やってる?

写真やメッセージに加え、
遠くの家族や友人と顔を
見ながら会話もできます。

元気だよ！

©LINE Corporation
※商品写真および画面・画像はイメージです。

かんたん

詐欺や災害、故障などへの備えもしっかり

操作しやすい大画面や、大きな入力ボタン

約 5.6 インチ縦長大画面

大きく見やすい大画面。片手でもラクラク
持ちやすいスリムな 本 体 幅です。有機EL
ディスプレイで文字
や写真の表示が
鮮明です。

迷惑電話対策機能

かんたん文字入力

危険な電話を、
警告表示でお知らせ。
また誤って
電話に出てしまったときは、迷惑相手側に通話
録音する警告ガイダンスを流し、
通話中の音声を録音します。

大きなボタンで押し間違えを防ぐ文字入力の
画面。文字の種類もボタンで直接選べます。

優良防犯電話
推奨品

全国防犯協会連合会

短時間天気予報、
熱中症警戒、
インフルエンザ指数
も表示

見やすく
押しやすい

あんしん

清潔・お手入れ ※

泡ハンドソープやアル
コールなどで拭けます。
※お手入れの方法は、
「スマホの汚れの落とし方」
の動画をご確認ください。
https://s.kyocera.co.jp/ks2/care/c/

防水・防塵 ※

アウトドアなどでも安心して使えます。

耐衝撃 ※

ポケットやバッグなどから落としても、壊れ
にくく安心です。

［防水について］※IPX5、
IPX8の防水性能。
［防塵について］※ IP6X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。

よく使う連絡先

大きな
アイコン

米国国防総省の調達基準 MIL-STD-810G 耐落下衝撃規格に準拠
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

よく使う連絡先を4つまで
登録でき、
すぐに呼び出せる
ワンタッチボタンをホーム
画面に配置しました。

防災あんしん

災害時などの緊急時に役立ちます。
※1

※2

● ラジオ（radiko+FM） ● テレビ（ワンセグ） ● 緊急ブザー ● 救急あんしん情報
※1 FM波のご利用には、
イヤホン
（別売）
の接続が必要です。 ※2 付属のワンセグアンテナの接続が必要です。

べんり

乗換えや使い方が、すぐ調べられる

音声検索（Google アシスタント）

例えば、
キーを押してスマホに話しかけると
目的地への行き方を調べてくれます。
©Google

横浜駅へ行くには？

音声検索キー

“できること” がふえる多彩な機能
PayPay

使い方ナビ

生活に役立つ
スマホの機能や
使い方などをご
紹介します。

便利なストラップホール

ストラップホール

お手持ちのストラップをつけることができます。

スマホの使い方や機能を冊子
と動画で学べます。
※購入特典。数に限りがございます。

歩数計

スマホひとつでかんたん・おトク 「東海道五十三次」の壁紙
にお支払いができるアプリです。 が宿場町ごとに入手できる
ので、楽しみながら歩数を
計測できます。

6日間以上の電池持ち※

［原寸大］

はじめてガイド & DVD

ひろがり

聞こえ調整

ご自分が聞きやすい
音質に調整できます。

3 , 3 0 0 m A hの 大 容 量な
電 池で、長 期 間の外出も
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）
。

赤外線

ケータイからのデータ移行がかんたんです。

はじめて に、うれしい機能やサポートが、いろいろ
※商品写真および画面・画像はイメージです。

