
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

［ 主 な 仕 様 ］ GRATINA（グラティーナ） KYF39

4G LTE™

受信最大150Mbps＊3/送信最大50Mbps＊4

約3.4インチ FWVGA TFT液晶

約800万画素CMOS

最大3,264×2,448ドット（8M）

最大1,280×720ドット（HD）

IEEE802.11b/g/n（2.4GHz）

Ver.4.1

USB Type-C＊5

耐衝撃（MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV）/
防水（IPX5/IPX8）/防塵（IP5X）

対応通信規格

最大通信速度＊2

ディスプレイ

カメラ

撮影サイズ

外部接続

耐衝撃/
防水/防塵

メイン

静止画

動画

Wi-Fi

Bluetooth®

外部デバイス

［ 主 な 対 応 サ ービス ］ ※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。 

【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 IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板（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。【防水・防塵について】背面カバー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。

［ 耐 衝 撃・防 水・防 塵 に 関 す るご 注 意 ］

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

CPU

メモリ 内蔵

 外部

薄水色/桜色/綿雪/紺碧/墨

約51×112×17.4mm

約125g

1,500mAh

約120分（TypeC共通ACアダプタ01/02［別売］使用時）

約610分（VoLTE）

約530時間（4G LTE）

au Nano IC Card 04 LE

MSM8909/1.1GHｚ×4コア

ROM:8GB/RAM:1GB

microSDHC™（最大32GB）

a u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：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。
＊3:一部エリアを除きます。＊4:一部エリアで提供。※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。通信速度は機器
能力に依存します。通信速度は記載時点の最大通信速度であり、今後、変更になる
可能性があります。また、テザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存しま
す。＊5：3.5φイヤホンをご利用の際は、別売の京セラ3.5φType-C変換ケーブル
をご使用ください。※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。
     EZwebサイトはご利用いただけません。従来の3Gケータイでご利用していた
コンテンツは継続してご利用いただけません。また、お客さまご自身で退会手続き
が必要です。

au VoLTE 緊急速報メールWi-Fiテザリング（最大10台接続） au世界サービス
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※「すぐ文字」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。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※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。※microSDTM、microSDHCTMはSD-3C,LLCの商標です。 ※USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。※「LINE」
は、LINE株式会社の商標または登録商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「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。※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 Effect 
Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」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。※その他の社名および商品名等は、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、お客様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。

AMK0163 1905 GRATINA KYF39 メーカーカタログ

このカタログは 2019 年 4 月 現 在 のもので す。

※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。  Ⓒ 2019 KYOCERA Corporation

製造元

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

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎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。◎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

うすみずいろ わたゆき こんぺき すみ

KYF39

日々の暮らしに彩りを。
楽しさ広がる GRATINA。

コントラストをもたせた、見やすいキーデザイン。
ふわっとした綿雪の
軽くはかない陰影を表した色調。

指が入りやすく開きやすい側面形状。
紺碧は、水深によって濃くなる海の色を、
しっとりとした質感で表現。

咲き始めた桜の花の可憐なピンク色と、
散り際の濃く赤い色をツートンで表現。
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持ちやすく手にフィットするラウンドフォルム。
墨を流したような、夜空の濃淡を
マットな黒色で表現。
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無駄を省いたシンプルなデザイン。
薄水色は、紫陽花の
爽やかな青色がモチーフ。
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【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 IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板（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。【防水・防塵について】背面カバー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。
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＊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：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。
＊3:一部エリアを除きます。＊4:一部エリアで提供。※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
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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。通信速度は機器
能力に依存します。通信速度は記載時点の最大通信速度であり、今後、変更になる
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す。＊5：3.5φイヤホンをご利用の際は、別売の京セラ3.5φType-C変換ケーブル
をご使用ください。※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。
     EZwebサイトはご利用いただけません。従来の3Gケータイでご利用していた
コンテンツは継続してご利用いただけません。また、お客さまご自身で退会手続き
が必要です。
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※「すぐ文字」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。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※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。※microSDTM、microSDHCTMはSD-3C,LLCの商標です。 ※USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。※「LINE」
は、LINE株式会社の商標または登録商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「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。※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 Effect 
Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」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。※その他の社名および商品名等は、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、お客様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。

AMK0163 1905 GRATINA KYF39 メーカーカタログ

このカタログは 2019 年 4 月 現 在 のもので す。

※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。  Ⓒ 2019 KYOCERA Corporation

製造元

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

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎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。◎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

KYF39

日々の暮らしに彩りを。
楽しさ広がる GRATINA。

コントラストをもたせた、見やすいキーデザイン。
ふわっとした綿雪の
軽くはかない陰影を表した色調。

指が入りやすく開きやすい側面形状。
紺碧は、水深によって濃くなる海の色を、
しっとりとした質感で表現。

咲き始めた桜の花の可憐なピンク色と、
散り際の濃く赤い色をツートンで表現。

う
す
み
ず
い
ろ

薄
水
色

持ちやすく手にフィットするラウンドフォルム。
墨を流したような、夜空の濃淡を
マットな黒色で表現。

す
み墨

こ
ん
ぺ
き

紺
碧

さ
く
ら
い
ろ

桜
色

わ
た
ゆ
き

綿
雪

無駄を省いたシンプルなデザイン。
薄水色は、紫陽花の
爽やかな青色がモチーフ。

ステップアップ着信
10分間に2回以上同じ相手から不在着信が続くと、段階的に着信
音を大きくしたり、バイブを長く振動させます。

写真やメッセージ交換が楽しいメッセージサービスに対応

家族や友人とのコミュニケーションが、
もっと深まる。もっと広がる。

通話終了時に、直前の通話内容を音声データ
として1件あたり最大60分録音可能。大事な
用件を忘れても、聞き直すことができます。

広範囲な音域にまで対応。聞き取りやすく、クリアで高音質な通話
を実現します。

音声エクスポート
機種変更の際、端末内部に録音/保存した音声をmicroSDTMメモリ
カード（別売）を使用し、新しい機種へ引き継ぐことができます。

不在着信スヌーズ
不在着信の後、着信から5分、10分、20分、60分後にディスプレイ
が自動点灯し、音とバイブで確認するまで繰り返しお知らせします。

Wi-Fi®
ご自宅にWi-Fiを導入されている方は、一度設定すれば、
データ容量を気にせずネットや大容量コンテンツなどを
ご利用いただけます。

テザリング対応
この製品の通信環境を使って、外出先でもパソコンやゲーム
機器などを、手軽にネットワークに接続できます。

あとから録音

※事前に設定が必要です。 ※50件まで（本体の空き容量に依存）

※別途お申込みが必要です。

※事前に設定が必要です。

※事前に設定が必要です。

※auのVoLTE対応機種同士（auの4G LTEエリア内）の場合、高音質通話と
　なります。

＊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。

NEW

会話もはずむ、快適な通話機能

聞こえ調整 通話相手の音声を自分が聞き取りやすい音質
に設定変更することができます。

高音域をおさえ、甲高い音を軽減します。

はっきりと 高音域を強調し、こもった音を明瞭にします。

やわらかく

着信音、壁紙、文字サイズといった
変更の頻度が高い設定メニュー
を「よく利用する設定」として
まとめました。設定変更がより
簡単に行えます。

該当するキーの長押しで、目当ての連絡先を検索

サイドキーと「0」キーの長押しで、画面を切り取り/保存

夜道の一人歩きなどに通話しているふりができる

待受画面から直接入力した文字でメール/検索

よく連絡する相手には簡単操作で電話/メール

待受画面で現在地や登録地点の天気を一目で確認

※画像はイメージです。

※1 事前に設定が必要です。
※2 使用時間は充電された電池の容量に比例します。

※ACアダプター、卓上ホルダ（KYF39PUA）は別売です。

使い慣れた操作で快適なブラウジング

ケータイ内の写真をテレビ画面に表示/鑑賞 法人様やお子様の利用時に機能を制限

通常のメインメニュー シンプルメニュー

USB Type-C対応

耐衝撃
ポケットやバッグから
取り出すときにうっかり
落としても、衝撃に強い
構造を実現。

外出時など、突然の雨
や水回りでの作業中
でも気にせずにお使い
いただける防水/防塵
設計。ついた汚れは 、
軽く洗い流すことも
できます。

防水/防塵

万一のときも安心の頑丈さ 多彩なシーンで使用できる

すぐれた耐久性と利便性。
だから、長く使える、簡単に使える。

シンプルメニュー
通常のメインメニューから、よく使う
機能をまとめたシンプルメニュー。
使いたい機能をより簡単に見つける
ことができます。

高精細ディスプレイ/
でか文字
約3.4インチのきれいな画面に、
大きな文字サイズでくっきりと
表示します。

使いやすい充電機能

バッテリーケアモード※1

電池は満充電して使い続けることで、充電できる容量が減っていきます。最大
容量の85％までにおさえる充電設定で電池を保護し、電池の負担を軽減します。※2

NEW NEW

auのケータイで初

よく利用する設定 NEW

【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 IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合
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。【防水・防塵について】
IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。背面カバー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。常温の水道水以外はかけないでください。強い雨があたる環境での使用はしないでください。

使い勝手を高める便利機能

テレビde写真*

天気アプリ

フェイク着信

すぐ文字®

機能ロック

十字キーポインター

スクリーンショット

ペア機能

時短検索

使い方広がる充実機能

写真をメールキーで左回転、ブラウザキーで右回転再生画面
切替ソフトキー

録音中に端末を閉じても録音が可能

あ、ママから
　　　写真だ。

※一部の機能がスマートフォン版とは異なります。

これまでのSMS（Cメール）が進化した「＋メッセージ（プラスメッセージ）」。電話番号だけで写真や
動画、スタンプも送れて、グループメッセージも楽しめます。

NEW

USB Type-CTM対応だから簡単
充電。さらに、充電がしやすく、
シンプルでコンパクトデザインの
卓上ホルダをご用意しました。※

音声レコーダー

※事前に設定が必要な機能もあります。

よく使う機能を登録/並び替えてカスタマイズカスタムメニュー

スピーカー性能を
兼ね備えたレシーバー

GRATINAシリーズに初搭載の機能

軽量約125g
コンパクトで手にフィットする形状とともに、軽くて快適な
持ち心地を実現しました。

軽くて持ちやすい

キーデザイン

見やすく押しやすい

スピーカー性能を兼ね備えたレシーバー/マイク
通話中の相手の声が聞き取りやすいように、スピーカー
性能を備えたレシーバーを搭載。また、スピーカーとマイク
を同一面に設けているので、ハンズフリーでの通話品質
も向上しました。

聞き取りやすい

スピーカー性能を
兼ね備えたレシーバー

GRATINAシリーズに初搭載の機能

軽量約125g
コンパクトで手にフィットする形状とともに、軽くて快適な
持ち心地を実現しました。

軽くて持ちやすい

キーデザイン

見やすく押しやすい

スピーカー性能
通話中の相手の声が聞き取りやすいように、スピーカー
性能を備えたレシーバーを搭載。また、スピーカーとマイク
を同一面に設けているので、ハンズフリーでの通話品質
も向上しました。

聞き取りやすい

使う人へのやさしさが、
この美しさを生みました。

マイク【原寸大】

NEW

NEW

※画像はイメージです。 ※画面のアプリは、お買い上げ時に表示されるアプリとは異なります。

上下左右の操作指示
が分かりやすい四角形
のキー

コントラストを効かせた見やすいキー、文字色

キーの間隔にゆとりを持たせて押し間違いを防止

キーの配置を見直し、一つ一つのキーを拡大
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