
かんたん・安心、楽しいスマホデビュー

※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。

LINE
家族や友人
との写真や
メッセージの
やり取りが楽しい「LINE」
に対応しています。

ⒸLINE Corporation

KYV48

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 au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。 Ⓒ 2020 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

AMA0050　2008 GRATINA KYV48メーカーカタログ

このカタログは2020年7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。

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

［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 内蔵

外部

メイン
サブ（イン）

Wi-Fi®

Bluetooth®

外部デバイス/その他

4G LTE™/WiMAX™ 2+
受信最大150Mbps＊4/送信最大75Mbps＊5

約5.8インチ FHD+ TFT液晶
約1,600万画素CMOS    
約800万画素CMOS    
最大4,672×3,504ドット（16M）    
最大1,920×1,080ドット（FHD）
IEEE802.11a/b/g/n/ac
Ver.5.0
USB Type-CTM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-810H Method 516.8:Shock-Procedure Ⅳ）

対応通信規格＊2

最大通信速度＊3

ディスプレイ
カメラ

撮影サイズ

外部接続

防水/防塵/耐衝撃

静止画
動画

ホワイト / ブラック
約73×153×8.9mm（最厚部9.2mm）
約151g
3,050mAh
約170分（Type C共通ACアダプタ 01/02［別売］使用時）
約1,610分（VoLTE）
約560時間（4G LTE™/WiMAX™ 2+）
au Nano IC Card 04
Android™ 10

MT6765/2.3GHz×4コア+1.8GHz×4コア
ROM：32GB/RAM：3GB
microSDXC™（最大512GB）

GRATINA（グラティーナ）

【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-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。【アルコールによるお手入れ】柔らかい布にイソプロピルアルコール（99.7%以下）、エタノール（99.5%以下）を少量含ませ、本体を拭き取ります。

［防水・防塵・耐衝撃・お手入れに関するご注意］

※「グローブタッチ」「ウェットタッチ」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、Google フォト、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。※Dragontrail®はAGC Inc.の登録商標です。※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。※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登録商標です。※HDR（High Dynamic Range）技術には株式会社モルフォの「Morpho HDR」を採用しております。※「Morpho HDR」は株式会社モルフォの登録商標です。※シーン検出技術には株式会社モルフォの

「PhotoScouter」を採用しております。※「PhotoScｏuter」は株式会社モルフォの登録商標です。※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. 2009-2020 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行ってはなりません。（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。

［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。

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

＊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。

かんたん使い方
動画DVD

ご購入
特 典

使い方説明のDVDを製品に同梱。
スマホの基本操作や便利な使い方
を動画でわかりやすく解説します。



「そろそろスマホかな？」
のキモチにお応えします。

スマホでやってみたいこと、今までなんとなく先延ばしにしてきた。

でもそろそろ、始めてみてもいいのかも。

そんなあなたのキモチに応える、ぴったりなスマホ、できました。

※画像はイメージです。

使いやすいだけのスマホでは物足りない。

デザインも、機能も、信頼性も、ちょうどいい。

使って心地いいスマホを目指しました。

使いやすさも、スタイルも
ちょうど良さが、心地いい。

ストラップホール 

カラーバリエーション

ホワイト ブラック

電源ボタン
2度押しで
「au PAY」を起動

大きなアイコン
表示が見やすく
押しやすい

ワンタッチボタン
よく使う連絡先を
3つまで登録

約1,600万画素カメラ
シーン検出や手ブレ補正で
キレイな写真をかんたんに
撮影可能

指紋センサー
安心のセキュリティ
と素早いロック解除
を両立

画面割れに強い
強化ガラス



AndroidTM標準設定 かんたん設定

指紋センサー
搭載

ぼかし
なし

ぼかし
あり

補正
なし

補正
あり

約5.8インチの大画面・
フルHD+の高精細
高解像度の大型液晶ディスプレイ搭載。
動画や写真を色鮮やかに再現します。

かんたん設定
よく使う設定を大きなアイコンで優先的に配置。
わかりやすく、操作しやすいデザインです。

電源ボタンの2度押しで、
au PAYアプリがすぐに起動
キャッシュレス決済「au Pay」
も、電源ボタンの2度押し
ですぐに起動。かんたん
スマートにお支払い可能
です。
※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。
※通信料がかかります。

指紋認証で素早く
本体のロックを解除
背面に指紋センサー
を搭載。安心のセキュ
リティで素早くかん
たんに本体のロック
を解除できます。

約1,600万画素メインカメラ
約1,600万画素の高画質カメラを搭載、繊細
で美しい写真が撮影できます。

シーン検出
AIが被写体やシーンを検出し、撮影に適した
色味を自動で適応。色鮮やかな写真がかんたん
に撮れます。

背景ぼかし
一眼レフで撮ったような、背景をぼかした印象
的な写真が手軽に楽しめます。

手ブレ補正
搭載するすべ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。

Google レンズTM

目の前にある花の名前やレストランの英語の
メニューも、カメラを向けるだけで検索・翻訳
ができます。 ※メインカメラのみ。※通信料がかかります。 ※メインカメラのみ。

見やすくきれいな、大画面。操作もしやすい

ブレずに鮮やか、かんたんキレイに撮れる

製品右側面

●大きなボタン
●文字の種類の切り替え
ボタンが常に表示

ワンタッチボタン

大画面だから、
操作もしやすい
アプリのアイコンをタイル
状に配置した、大きく押し
やすい画面デザイン。

「数字」「英字」「カナ」など
の文字の種類が並んだ、
わかりやすい文字入力
画面です。

表示拡大モード
小さく見づらい文字やアイコンを、拡大
して表示できます。



インターネットがつながらない

など

スクロールの練習 文字入力の練習

画面がすぐ消える

電話が使えない

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〉 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

データ移行が
かんたん

JAPAN MADEの
防水・防塵・耐衝撃

自分のペースで学べる・できる「auかんたんガイド」
スマホの基本を、自分で操作
しながら自分のペースで学べ
ます。スマホがはじめての方
にも安心。

「困った」を解決、
スマホの健康診断
「いつも通り使えない」など
困った時は、診察ボタンを押す
だけで自動で診断・解決して
くれます。

ケータイからの
データ移行も安心
データ移行の
操 作 方 法 を
W e bで確認
可能。画面を見
ながらわかり
やすく操作でき
て安心です。

※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）

※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。強い雨があたる環境での
使用はしないでください。
※お手入れ方法の詳細は下記動画をご確認ください。　　　　　
　https://s.kyocera.co.jp/kyv48/care/

※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ございません。

会話が丸ごと残せる、
あとから録音
通話が終わった時
に、直前の通話内容
を丸ごと録音。通話中
にメモがとれない時
など便利に使えます。

防水・防塵
水まわりでの作業や急な雨でも安心。屋外でも
埃を気にすることなく使えます。汚れたら軽く水で
洗い流したり、泡ハンドソープやアルコールをつけ
て拭くなどのお手入れも可能です。

耐衝撃
万一ポケットから落としても壊れにくい、安心
の耐衝撃設計です。画面割れに強い強化ガ
ラス「Dragontrail® STAR」を採用。

「JAPAN MADE」 
日本製の安心感
企画から設計・開発・試験・製造・
アフターサービスまで、一貫して
国内で実施しています。

ウェットタッチ®

画面や手が濡れた状態
でも操作できるタッチ
パネル。雨の日や水まわり
でも快適に使えます。

※IPX5、IPX8の防水性能。防水の詳細は主な仕様をご確認ください。
すべての濡れた状態での操作を保証するものではありません。

※画像はイメージです。

ケータイから乗り換えでも
安心の使い方サポート

企 画 設 計 開 発

国内生産

試 験 アフター
サービス製 造

グローブタッチ®
手袋や作業用グローブ、
軍手などを着用したまま
操作が可能です。

※グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また、
水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。
※事前に設定が必要です。

※一部対応していない機種がございます。※通信料がかかります。




