
▶
詳しくはドコモの
ホームページへ▶

［主な仕様］

サイズ※1［高さ×幅×厚さ/mm］
UIM
重量［g］（電池含む）
OS
CPU

内蔵メモリ※3（RAM/ROM）
外部メモリ※4（最大対応容量）
ディスプレイ
ディスプレイ解像度（横×縦）
HDR

有効画素数/F値

バッテリー容量※6

5G通信速度※7（受信時/送信時の最大速度）
LTE通信速度※7（受信時/送信時の最大速度）
VoLTE/VoLTE（HD＋）
スグ電/スグアプ
WORLD WING※8（対応ネットワーク：5G/LTE/3G）
接続端子
ワイヤレス充電（Qi）
防水/防塵/耐衝撃
ワンセグ/フルセグ
おサイフケータイ
NFC
生体認証※9 

ハイレゾ※10

Wi-Fi®

Bluetooth®

radiko+FM※11

歩数計

あんしんスマホ　KY-51B
約161×約71×約8.9（最厚部約10.1）mm
nanoUIM
約171g
AndroidTM 11（AndroidTM 12 対応予定※2）
Qualcomm® Snapdragon™ 480/
2.0GHz＋1.8GHz オクタコア
4GB/64GB
microSDXCTM(最大1TB）
約6.1インチTFT
FHD+ （1080×2400）
‒
約4800万（F値1.8）
約800万（F値2.0）
4500mAh（内蔵電池）
1.9Gbps/218Mbps
694Mbps/131.3Mbps
〇/〇
〇/〇
〇/〇/〇
USB Type-C®（Power Delivery 3.0対応）
‒
IPX5･8/IP6X/MIL-STD-810H
‒/‒
〇
〇
指紋認証/顔認証
〇
〇（IEEE802.11a/b/g/n/ac）
Ver.5.1
〇
〇
かんたん操作ガイド（取扱説明書）/
USB Type-C 3.5㎜イヤホン変換アダプタ（試供品)

※1 メーカー基準によります。最厚部のサイズとは異なる場合があります。 ※2 OSバージョンアップ対応時期や変更内容につ
いて、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。※3 すべての容量を使用することはできません。 ※4 メモリメーカー
によって最大対応容量は異なり、機種・コンテンツによって制約があります。 ※5 初期値は約1200万画素です。約4800万画素
で撮影するには、設定変更が必要です。 ※6 規格上の基準値です。 ※7 一部エリアに限ります。通信速度は、送受信時の技術
規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度
は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。 ※8 渡航先のご利用可否については「ドコモのホームページ」で
ご確認ください 。 ※9 「ドコモ払い」「 ｄ 払い」および「ｄアカウント」ログインは指紋認証のみご利用になれます。 ※10 ハイレゾ
対応のヘッドセットやスピーカー（別売）が必要です。 ※11 FMラジオのご利用には、同梱されている「USB Type-C 3.5㎜イヤ
ホン変換アダプタ」と市販のイヤホンケーブル（別売）が必要です。インターネットラジオを聴く場合は通信料がかかります。

※商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。※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。

あんしんスマホ個別カタログ： KY-51B(2022.02)

アウト※5

イン

機種名

本体

ディスプレイ

カメラ

電池

通信・通話

充電

その他

本体付属品

本カタログの内容は2022年2月現在のものです 2022.2

▶
詳しくはドコモの
ホームページへ▶

やさしい操作性と充実の機能、
日本メーカーのあんしんスマホ。

KY-51B

製造元

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

総合お問い合わせ 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合 一般電話などからの場合

（局番なし）151（無料） 0120-800-000
※一般電話などからはご利用になれません。 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間　午前9：00～午後8：00（年中無休）　※番号をよくお確かめの上、おかけください。



毎 日うれ し い 、
を は じ め ましょう
旅のおいしい思い出。地図と歩くあたらしい街。
そこで出会った、花の名前を知るよろこび。
それはスマホを手にしたその日からはじまります。
楽しい、かんたん、うれしさひろがる
あなたのスマホが登場です。

ピンクゴールドネイビー

※商品写真および画面・画像はイメージです。



大きい、見やすい、
操作もしやすい

文字やアイコン、写真などを見やすく表示します。
また、片手でも持ちやすいサイズ感です。

見やすく、片手でも持ちやすい

■ 約6.1インチディスプレイ

ケータイと同じように使えるボタンを搭載。
着信やメール受信時に光ってお知らせします。

よく使う機能をもっと便利に

■ 電話・メール専用ボタン

ボタンが光って
電話の着信を
お知らせ 電話 ホーム メール

ボタンが光って
メール着信を
お知らせ

※商品写真および画面・画像はイメージです。



大きな
キーボードで
かんたん操作

押しやすい大きめのボタンデザイン。
カタカナや数字など、文字の切り替え
もかんたんです。

大きなボタンで押しやすい

■ かんたん文字入力

押す部分がわかりやすい立体的な
ボタン表示など、見やすさと使いや
すさを追求しました。
さらに、天気の移り変わりや歩数
などの情報も、すっきりわかりやすく
まとめています。

人に寄り添う操作性

■ かんたんホーム

ホーム画面を横に
スライドするだけ
で、話題のニュース
や知りたい情報に
出会えます。

自分のメールアドレ
スの登録や確認、
壁紙の変更や着信
音の設定などを
まとめて行えます。

登録したい相手の
電話番号、メール
アドレス、住所など
を使いやすく管理
できます。

歩数はもちろん、
消費カロリーや
歩行距離などの
計測ができるので、
毎日の健康管理に
便利です。

※商品写真および画面・画像はイメージです。

docomo 
LIVE UX

設定

電話帳

歩数計

よく使う連絡先を3つまで
登録できます。

数字や英字、カタカナの
切り替えがしやすい、
文字入力画面

ワンタッチボタン



お悩み解決、
あんしんサポート

「インターネットがつながらない」など、
スマホトラブルの解決をお手伝いします。

お困りごとに応える

■ スマホの健康診断

ホーム画面を右に進むと、お役立ち機能や
サービスを掲載した京セラのスマホサイト
「使い方ナビ」につながります。

もっと便利な使い方
■ 使い方ナビ

使い方を解説した動画を製品サイトで公開しています。
お手持ちのスマホで視聴しながら操作を学べます。

動画でやさしく確認
■ 使い方動画

スマホの基礎から活用法まで、わかり
やすく解説した「使い方ガイドブック」
をお配りしています。画面のイラスト
入りで初心者でもあんしんです。

見ながら学べる

■ 使い方ガイドブック

● 毎日のお買い物でポイントをためよう！〈dポイント〉  
● スマホと歩こう、東海道五十三次の旅。〈歩数計〉
● 画面が勝手に回転する？ランプが消えない？〈スマホの健康診断〉
● 教えてもらった操作方法を忘れそうなときは？〈画面録画〉
● あのお店の予約、何時だっけ？を、なくします。〈通話後録音〉

※在庫がなくなり次第、配布終了となります。

※スマホでご覧になる場合は通信料がかかります。

※通信料がかかります。

※商品写真および画面・画像はイメージです。

コンテンツ例



※初期設定は約1200 万画素です。約4800万画素の写真を撮るためには設定の変更が必要です。

※電池持ち時間は、ご利用環境やご利用状況によって異なります。

スマホが楽しくなる
充実機能

キレイな写真をかんたんに

外出先や旅行でも充電を気に
することなく、あんしんしてスマホ
が楽しめます。

外出先でもたっぷり使える
■ 4500mAhバッテリー

スマホをかざすだけで、電車やバス、
日々のお買い物の電子決済ができ
ます。

かんたんキャッシュレス
■ おサイフケータイ・NFC

顔認証だけでなく、指紋認証にも
対応しているので、マスクをしてい
ても使えます。

ロック解除がスムーズ
■ 指紋認証・顔認証

音声検索、radiko+FM、カメラの中から起動するアプリを
１つ選択できます。

お気に入りを一発起動
■ ダイレクトボタン

ピント合わせが速く、素早い動き
にも対応するのでキレイな
写真を手軽に楽しめます。

■ 約 4800 万画素※カメラ

花の名前がすぐわかる

植物の名前を調べたり、外国語
を翻訳したり、QRコードの読み
取りなどができます。

■ Google レンズTM

※商品写真および画面・画像はイメージです。

指紋センサー



※事前に設定が必要です。

※事前に設定が必要です。

※事前に設定が必要です。

快適な
スマホライフを
サポート

通話内容を自動で録音

大きな着信音と強めのバイブで、大事
な電話の取り逃しを防ぎます。

着信がわかりやすい
■ でか着信音・でかバイブ

スマホの操作を教わっているときなど
に、声や画面の動きをそのまま動画で
記録できるので便利です。

スマホの画面や操作を記録
■ 画面メモ・画面録画

災害時にも役立つFMラジオに対応している
ので、パケット通信なしでも利用できます。

災害時にもお役立ち
■ FMラジオ

毎日の歩数に応じて、壁紙が歌川広重の浮世絵
「東海道五十三次」の場面に切り替わります。

毎日楽しく健康管理
■ 歩数計「東海道五十三次」

通話開始から最大60分の通話内容
を録音でき、通話終了後に保存するか
どうかを選べます。

■ 通話後録音

あやしい電話に対処

電話帳に登録されている人以外からの
着信や、発信の際に注意を促しますので、
振り込め詐欺などを未然に防ぎます。

■ 迷惑電話対策

※商品写真および画面・画像はイメージです。

※FMラジオのご利用には、同梱されている「USB Type-C 3.5mmイヤホン変換アダプタ」と市販の
　イヤホンケーブル（別売）が必要です。インターネットラジオを聴く場合は 通信料がかかります。



※お手入れ方法は右ページをご確認ください。

長く使えるあんしん品質

汚れたら気軽にお掃除

泡タイプのハンドソープやボディ
ソープで洗ったり、アルコール除菌
シートでお手入れできます。

■ 泡・アルコールでお手入れ

※防水・防塵・耐衝撃の詳細は右ページをご確認ください。

アウトドアや雨にも強い

突然の雨やガーデニング作業中
でもあんしんしてお使いいただけ
ます。

■ 防水・防塵

不意の落下もあんしん

うっかりバッグやポケットから
落としても、丈夫なので壊れにくく
あんしんです。

■ 耐衝撃
※「WORLD WING」「おサイフケータイ」は（株）NTTドコモの商標または登録商標です。※LTEは、ETSIの商標です。※　  はフェリカネットワーク
ス株式会社の商標です。※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。※Google 、Android 、 Google Play 、  Google Chrome 、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。※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。
※USB Type-C®はUSB Implementers Forumの登録商標です。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※Qualcomm及
びSnapdragonは米国およびその他の国々で登録されたQualcomm Incorporatedの商標です。Qualcomm SnapdragonはQualcomm 
Technologies, Inc.またはその子会社の製品です。※その他の社名および商品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。※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。

【防水について】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、かつ静水の水深約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つことです。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。【防塵について】IP6Xとは、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-810H Method 516.8:Shock-Procedure Ⅳ
に準拠した規格において、高さ1.22mから鋼板に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。すべての衝撃に対して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。【泡ハンドソープ/泡ボディソープでのお手入れについて】アルカリ性のハンドソープ/ボディソープや業務用
のハンドソープ/ボディソープ、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。また、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。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。洗う場合は電源を切ってから行ってください。濡れた状態では充電しないでください。洗い方の詳細については
「https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/lineup/ky-51b/care.html」をご確認ください。【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）、次亜塩素酸ナトリウム（1.0%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。

■充電時について  携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり、大変危険ですのでおやめください。 ■電池について  衝撃
や過度な外圧を加えると、電池の破損・変形などにより発煙・発火などの原因となり大変危険です。  ■オプション品ご利用について  ドコモの携帯電話機や充電
器などのオプション品をお使いになる前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ドコモの携帯電話機に使用する充電器などのオプション品は、
ＮＴＴドコモが指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用すると、故障や火災、やけど、怪我、感電などの原因となります。

私たち京セラ携帯通信事業のモノづくりは、日本国内での一貫体制のもと、全プロセス
を通じて、お客さまと真摯に向き合い、価値あるソリューションを提供していきます。

企画から設計・開発・試験・製造・アフターサービス
までを一貫して国内で実施しています。迅速、確実な
サポート体制で、高品質かつ最適な商品・サービスを
あんしんしてご利用いただけます。

こだわりの「JAPAN MADE」

詳しくは「JAPAN MADEホームページ」でご確認ください。

1989年に携帯電話1号機を市場投入して以降の、
京セラの携帯通信機器事業の取り組みをホーム
ページでご紹介しています。

携帯通信機器事業30年以上の実績

詳しくは「携帯通信機器事業30周年記念サイト」でご確認ください。

ドコモnanoUIMカードでのみご利用になれます。ドコモUIMカード（FOMAカード）ではご利用になれません。
なお、ドコモnanoUIMカードは、対応機種以外ではご利用になれないほか、ドコモUIMカードからのご変更の
場合は、ご利用のサイトやデータなどの一部がご利用になれなくなる場合があります。

※商品写真および画面・画像はイメージです。




