
かんたん便利に、使い方ひろがる、
はじめてスマホ。

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 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。

※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。　Ⓒ 2022 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
AMC0036 2202 BASIO4 メーカーカタログ

このカタログは2022年2月現在のものです。

◎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。

お電話（通話料無料）

WEBページ

UQお客さまセンター
受付時間（9：00～20：00）

一般電話から（通話料無料）

au携帯電話から（通話料無料）
au総合案内

受付時間（9：00～20：00） 局番なし

ワインレッドシャンパンゴールド ロイヤルブルー
（au限定色）※画面はau版 BASIO4のものです。

［主な仕様］
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
OS
CPU
メモリ

対応通信規格＊2

最大通信速度＊3

ディスプレイ

内蔵
外部

メイン
サブ（イン）

Wi-Fi®

Bluetooth®

外部デバイス/その他

約1,300万画素CMOS
約500万画素CMOS
最大4,160×3,120ドット（13M）
最大1,920×1,080ドット（FHD）
IEEE802.11a/b/g/n/ac
Ver.5.0
USB Type-C®接続端子/ステレオイヤホンジャック
防水（IPX5/IPX8）/防塵（IP6X）/
耐衝撃（MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-
Procedure Ⅳ）
卓上ホルダ
最大接続数10台
○
○
―

カメラ

撮影サイズ

外部接続

防水/防塵/耐衝撃

付属品
Wi-Fiテザリング
au世界サービス
緊急速報メール
生体認証

静止画
動画

シャンパンゴールド/ロイヤルブルー（au限定色）/ワインレッド
約71×159×8.9mm
約151g
3,300mAh
約180分（Type C共通ACアダプタ 01/02［別売］使用時）
約1,480分（VoLTE）
約560時間（4G LTE™/WiMAX™ 2+）
au Nano IC Card 04
Android™ 10/11
MT6761/2.0GHz×4コア
ROM：32GB/RAM：3GB
microSDXC™（最大512GB）
4G LTE/WiMAX 2+
受信最大150Mbps＊4/送信最大50Mbps＊5

約5.6インチ HD+/有機EL（AMOLED）

BASIO4（ベイシオ フォー）

【防水・防塵について】カード挿入口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。※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。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべ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。【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。すべ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・耐衝撃に関するご注意］

※「おうちモード」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。※ Google  、 Android 、 Google Playおよびその他のマークは、 Google LLC の商標です。※QRコードは株式会社デ
ンソーウェーブの登録商標です。※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。※WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi 
Allianceの登録商標です。※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. 
2009-2022 All Rights Reserved.※本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。※本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載し
ています。※USB Type-C®はUSB Implementers Forumの登録商標です。※「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。※その他の社名および
商品名は、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。

＊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:「4G LTE」「WiMAX 
2+」は、スマートフォンの画面表示はいずれも「4G」となります。また回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないとKDDIが判断したネットワークに接続します。
＊3: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またはUQのホームページをご確認ください。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したり、通信自体がご利用いただけなくなる場合があります。また通信速度は機器能力に依存します。通信速度は記載時
時点の最大通信速度であり、今後、通信速度含め変更になる可能性があります。＊4:一部エリアを除きます。＊5:全国（各都道府県の一部エリア）で提供。※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。
※本機種の計測センサーやGPSにより得られる測位などの情報は、あくまで目安となり、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。測位の誤差
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。

0120-959-001
https://www.uqwimax.jp/mobile/

※盗難・紛失のご案内は24時間ご利用いただけます。（メンテナンス等によりご利用いただけない場合がございます）

KDDI株式会社 / 沖縄セルラー株式会社
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見やすく、使いやすく、
やさしさにこだわった操作性

はじめてでもあんしんの
サポート機能

えるスマホ、ここにあります。

アプリをいろいろ
使いこなして

楽しんでみたいな

電池切れの
心配が少ない
スマホがいい

スマホって
私にとってどんな
メリットがあるの？

※画面はau版 BASIO4のものです。

トラブルが起きたときの対処法
教えてほしいんだけど

写真もネットも楽しめる
大きくきれいな画面

家族とのつながりを
もっと深めたいね

使いやすくて、見やすい画面。

困ったときのサポート機能もいろいろ。

なんとなくためらっていたあなた、

BASIO4でスマホデビューしませんか？

そのお気持ちに、しっかり応

せっかくだから
使い方は自分で
おぼえたい

ラクに文字入力できる
スマホって

ありませんか？

孫の写真とか、できるだけ
大きな画面で見たい

※画像はイメージです。



［原寸大］

スマホの「わからない」と「むずかしい」をへらして、楽しさをひろげました。
写真もネットも楽しめる
大きくきれいな画面

約5.6インチの縦長大画面
片手で持ちやすく、操作のしやすい縦長の大画面。
見やすく発色の美しい有機ELディスプレイです。
また、大きくて見やすいホーム画面には、現在地
周辺の天気予報が表示されます。

パーソナル・スクリーン
for BASIO
朝はニュース、夜は気になる動画やショッピング
など、最適な情報を生活リズムや使い方に合わ
せてお知らせします。ホーム画面を横にスライド
するだけでかんたんに利用できます。

ダイレクトボタン
ボタンを押すだけで、音声検索
や、バーコード・QRコードで
お支払い可能なスマホ決済
サービス「au PAY」がかんたん
に起動できます。

ワンタッチボタン
よく使う連絡先を、３つまで登録できます。

見やすく、使いやすく
やさしさにこだわった操作性

電話・メールの専用ボタン
電話やメールの着信時に、ボタンが光って
お知らせ。電話に出るときも切るときも
ボタンで操作できるのであんしんです。また、
持ったときに誤って押すことのないように
デザインされたボタン形状です。

かんたん文字入力
ボタンのひとつひとつを大きく押しやすくした
文字入力画面。携帯電話からの買い替えでも、
「数字」「英字」「カナ」などの文字種が並んで
いるので迷わず使えます。

長持ち電池
3,300mAhの大容量電池を搭載。旅行や
長時間の外出でも、あんしんして使うことが
できます。

NEW

NEW

NEW

天気を数時間単位で表示

横スクロールで
かんたんに利用できます

※au版のみ。※通信料がかかります。

※au版のダイレクトボタンの初期設定は
au PAYです。音声検索、radiko＋FM、
カメラのいずれかに変更が可能です。
UQモバイル版の初期設定は音声検索
です。radiko＋FM、カメラのいずれか
に変更が可能です。UQモバイル版で
は au PAYの設定はできません。
※au PAYのご利用は事前設定が必要で
す。条件など詳しくはauホームページ
をご確認ください。
※au PAY、音声検索、radiko＋FMのご利用には、通信料が
かかります。

※お客さまのご利用状況や通信環境により、使用可能時間は
異なります。

着信やメール受信を
光ってお知らせ

文字種の
切り替えが
かんたん

※画面イメージは
　2022年1月時点
　のものです。



起動したら
「診察」ボタンを押す

症状を選ぶと
解決できます

スマホの「わからない」と「むずかしい」をへらして、楽しさをひろげました。
はじめてでもあんしんの

サポート機能

スマホの健康診断
「いつも通り使えない…」などのスマホトラブル時には、診察
ボタンを押すと自動で診断・解決できます。

使い方練習
スマホの基本操作から便利な使い方まで、
実際に操作しながら楽しく学習できます。

自宅deスマホ教室
基本的な使い方や便利な機能の紹介など、
自宅にいながら動画でスマホの操作を学ぶ
ことができます。

あとから録音
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分保存可能。

使い方ナビ
日々の生活に役立つ機能の
紹介など、スマホの便利な
使い方をお伝えする京セラ
のスマホサイトです。

毎日を快適にする
多彩な機能も充実

おうちモード®
付属の卓上ホルダに置くと、マナーモードを
一時的に解除。着信を音で知らせてくれる
ので、電話を取り逃がす
心配がありません。電話
をかけてきた相手の名前
を読み上げるように設定
もできます。

● Google レンズ
植物の名前や外国語のメニュー
など、調べたい被写体にカメラを
向けるとかんたんに検索や翻訳
ができます。

radiko+FM（ラジスマ）
電車の中でも音が切れず、今いる地域以外の
ラジオ局の聴取もできる※1インターネットラジ
オと、高音質で遅延のないFM放送※2をかん
たんに切り替えて楽しむことができます。

防水/防塵
水回りやアウトドアでの
使用で濡れたり、ホコリ
や塵で汚れてもあんしん
の防水・防塵設計です。

耐衝撃
万一ポケットやバッグから落としても壊れに
くく、あんしんして使い続けられます。

● QRコード自動認識
   読み取り
QRコードにカメラを向けると自動
で読み取りを開始します。

LINE
写真やメッセージのやり取りがかんたんに楽
しめるLINEに対応。家族や友人との交流が深
まります。

● 救急あんしん情報
ご自身の健康情報を医療従事者に
かんたんに表示できます。

● 歩数計/歩数計通知
歩数に応じて壁紙が「東海道五十三次」の名場面に自動で切り替わります。
さらに、家族などに前日の歩数を通知する機能付き。
※数値は目安です。また、事前に設定が必要です。

インターネットがつながらない

など

電話が使えない画面がすぐ消える

着信音や通知音が鳴らない アラームが鳴らない

〈診断項目〉

※IPX5/IPX8の防水、IP6Xの防塵性能。カード挿入口カバーを
しっかりと閉じてください。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。アルコール・せっ
けん・洗剤など常温の水道水以外をかけたり浸けたりしないで
ください。熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計では
ありません。強い雨があたる環境での使用はしないでください。

※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。すべての衝撃に対して保証
するものではございません。

※事前に設定が必要です。
※最大100件まで。
　（本体の空き容量に依存）

NEW NEW

NEW

NEW

約1,300万画素カメラ
ピント合わせが速く、素早い動きにも対応、
きれいな写真がかんたんに撮れます。

NEW

NEW

※au版のみ。※通信料がかかります。 ※通信料がかかります。

※通信料がかかります。

NEW BASIOシリーズに初搭載の機能 ※画面はau版 BASIO4のものです。※画像はイメージです。

※1：エリアフリー聴取には有料のラジコプレミアム会員の
登録が必要となります。※2：FM波の利用には、有線イヤホン
(別売)の接続が必要です。※通信料がかかります。

※メインカメラのみ。

※アプリのダウンロードおよび初期設定が必要です。
※通信料がかかります。

※通信料がかかります。

※事前に設定が必要です。

ⒸLINE Corporation




