
※1 高速大容量5G（新周波数）は限定エリアで提供。詳しくはエリアマップへ。

※2 本製品を医師100名に紹介し、アンケート実施した結果。
　　 2021年11月 Doctors Me調べ。医師個人の印象であり効果
　　効能等を保証するものではありません。

清潔も使いやすさも追求
5G※1スマホ

サイズ（W×H×D）

重量

連続通話時間※1

連続待受時間※2

電池容量

充電時間
プラットフォーム（OS）

約69×153×8.9mm（突起部を除く）
約166g

約2,470分(4G LTE™) / 約1,970分(3G) /
約990分(GSM)

約130分

約660時間(4G LTE) / 約650時間(4G) /
約670時間(3G) / 約680時間(GSM)

4,500mAh

Android™ 12

Qualcomm® Snapdragon™ 480 (オクタコア)2.0GHz + 1.8GHz チップセット

メモリ
外部

RAM:4GB / ROM:64GB

microSDXC™（最大1TB）

カメラ

防水※4

防塵※4

耐衝撃※4

※3 Wi-Fi®

Bluetooth®

FeliCa®/NFC

Wi-Fi®テザリング

メイン（アウト）
ワイド
フロント（イン）

約1,600万画素
約1,600万画素
約800万画素
IPX5 / IPX8

IP6X

MIL規格準拠
IEEE802.11a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz)

Ver.5.1

○ / ○
○（15台）

■付属品：お願いとご注意、クイックスタート

※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-C®対応アダプタSB-AC22-TCPD（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。 

約6.1インチ  TFT液晶ディス
プレイ 2,400×1,080ドット（フルHD+）解像度

サイズ/表示方式

【泡でのお手入れについて】 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。お手入れの方法は、京セラのWEBサイト「京セラ製 防水（IPX5/8、IPX5/7）対応モデルのお手入れの仕方」をご
覧ください。※カードスロットカバーをしっかりと閉じてください。※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。【アルコールなどでのお
手入れについて】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）、次亜塩素酸ナトリウム（1.0%以下）をご使用ください。【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12.5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：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。【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-810H Method 516.8:Shock-Proce-
dure 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。全ての衝撃に対して保証するものではございません。本製品の有する性
能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全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。

●「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。●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。●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。 ●Google、Android、Google Play、Google マップ、およびその他のマークは Google LLC の商標です。Android ロボットは、Google が作成および提供し
ているコンテンツから複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ 3.0 表示ライセンスに記載された条件に従って使用しています。●  　は、フェリカネットワークス株
式会社の登録商標です。●FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式
です。●Li-Crane™はSB C＆S株式会社の登録商標です。●microSDXC™は SD-3C,LLC の商標です。●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。●その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。●製品仕様は2022年2月現在、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。

内蔵

待ち時間なく、いつでもカンタンに手続き可能。ご利用料金や
データ量の確認、料金プランの変更ができるウェブサイトです。

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問い合わせ
内容に応じて最適な解決方法をご案内します。

http://ymobile.jp/r/myy/ https://ymobile.jp/s/tZxhOワイモバイル カスタマーサポート 検 索My Y!mobile 検 索

© 2022 KYOCERA Corporation

［主な仕様］

※2



※ 商品写真および画面 ・ 画像はイメージです。

変わらない操作性と安心のセキュリティ、
機能性を向上させた、Android One 最新モデル※2

ライトブルー シルキーホワイト ブラック

進化した Android One を搭載。
5G※1の世界を、やさしい使い心地で。

抗菌・抗ウイルスにおいて、高い安全性と適正な品質をお約束する
S I A Aを取得。毎日使うものだからこそ安心にこだわった製品です。

医師もすすめる抗菌・抗ウイルスボディ※2

洗えるスマホ※3なら清潔、安心

※1　本製品を医師100名に紹介し、アンケート実施した結果、91%の医師が本製品を薦めたいと回答。2021年11月Doctors 
　　Me調べ。医師個人の印象であり効果効能等を保証するものではありません。
※2　表面に付着した菌の増殖を抑制し、特定ウイルスの数を減少させるものであり、感染予防を保証するものではありません。
　　外装ケースに抗菌・抗ウイルス処理を施しています（ディスプレイ部、カメラ部、指紋センサ部、Google アシスタントキー部
　　を除く）。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験を実施し認証を取得しています。
　　（認証番号：JP0122108A0015V（抗菌）/JP0612108X0001A（抗ウイルス））
※3　お手入れについては裏表紙をご確認ください。

※1 高速大容量5G（新周波数）は限定エリアで提供。詳しくはエリアマップへ。

※2  2022年2月現在。

※1

医師の私もおすすめ

堀田 康広 先生

地方独立行政法人
桑名市総合医療センター 医長
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最新バージョンの Android™ 12では、
スマートフォン上の大切なものに、
より簡単にアクセスでき、会話、スマートデバイスの操作、
プライバシーなども管理しやすくなりました。

スマートフォン全体、アプリごとで、
目に優しいダークテーマに設定できます。

Gmail™ で返信をする際、
3つの自動返信ボタンが表示されるので、
返信がスムーズです。

Android One は、Google™

OS
1

Google UI

 2   3
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GoogleUI

©Google

24

500

プロテクト

65



Google g.co/help/lens

Google

やりたいこと、Google に話しかけるだけ。

8

87



※表面に付着した菌の増殖を抑制し、特定ウイルスの数を減少させるものであり、感染予防を保証するもの
　ではありません。外装ケースに抗菌・抗ウイルス処理を施しています（ディスプレイ部、カメラ部、指紋センサ部、
　Google アシスタントキー部を除く）。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験を実施し認証を取得しています。
　（認証番号：JP0122108A0015V（抗菌）/JP0612108X0001A（抗ウイルス））

抗菌・抗ウイルスボディ※

安心の日本製

抗菌・抗ウイルスボディ※

抗菌・抗ウイルスの確かな効果で、毎日
のすこやかな暮らしを守ります。

スマホのボディについたウイルスが99%減少※

さらにアルコール除菌と洗えるスマホで清潔に

泡で洗えて清潔、アルコール除菌も

※ 商品写真および画面 ・ 画像はイメージです。

さらに、アルコール除菌も可能です。
外出先での除菌習慣にも対応。新しい
生活様式を応援します。

水で洗い流せるので、毎日キレイに
使えます。

泡タイプのハンドソープ、ボディ
ソープが使えます。

お手入れについての詳細は裏表紙をご確認ください。

【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。防水・防塵の詳細は裏表紙をご確認ください。

※ISO21702の抗ウイルス性試験方法にて評価。協力試験機関にて調査実施。

防水・防塵・耐衝撃
水まわりやアウトドアなど、幅広く活躍
する安心設計。落としても壊れにくく、
普段使いを力強くサポートします。

安心の日本製
企画・設計・開発・試験・製造・アフター
サービスまで、こだわりの国内一貫生産。
長く愛用できる信頼の日本製です。
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4,500mAhの大容量バッテリー
楽しさ広がるデュアルカメラ

電池長持ち大容量バッテリー
電池の残りを心配せずに外出できます。
旅行や出張も安心です。

持ちやすいコンパクトボディ
& 大画面

生き生きとした映像を映し出す、高精細
6.1インチの大画面。手の小さな方でも
しっかり握れるちょうどいいサイズです。

繊細で美しい約1,600万画素のワイドカメラ

夜景がキレイなナイトモード（夜景モード）
イルミネーションや花火など、難しい
撮影もかんたんに。驚くほどクリアに、
夜ならではの質感を表現します。

より美しく撮影できるビューティーモード
肌をなめらかに、あごのラインをシャープに調整できます。SNS用の自分
撮りなど、さまざまな場面で楽しめます。

ONOFF

※ 商品写真および画面 ・ 画像はイメージです。

メイン（アウト）カメラだけでなく、ワイドカメラも描写力が向上※。近くも
遠くも美しく、撮影の楽しさが広がります。 ※ Android One S8 との比較。

※ メインカメラのみ。
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AIによる顔認証機能と指紋認証で、
ロック解除がかんたんスムーズ

ロック解除をスマートに
顔または指紋の生体認証で画面ロック
を解除。セキュリティ力が高く、なりすまし
対策にも効果的です。

キャッシュレス決済を快適に
かざすだけで支払いできる各種電子
マネーが使えます。駅の改札やバスの
利用、毎日のお買い物に便利です。

（PayPay、Google PayTM、FeliCa®に対応します）

サクサク動いてたっぷり保存
R A M  4 G B/ R O M  6 4 G Bの大容量を
実現。ゲームや動画もサクサク動く、
高性能プロセッサを搭載しています。

大容量メモリで5G※1を思う存分

Google アシスタント専用キー
本体側面の専用キーを押すだけで、Google

アシスタントが起動。知りたいことを声で
素早く検索できます。

毎日を快適にする便利な機能

アシスタント専用キー

※ 商品写真および画面 ・ 画像はイメージです。

※1 高速大容量5G（新周波数）は限定エリアで提供。
　   詳しくはエリアマップへ。

※ 画像はイメージです。製品の仕様など、一部商品の内容に変更が生じる場合があります。
※ 全国のソフトバンクショップおよび家電量販店、ソフトバンクセレクション オンラインショップで取り扱い予定。
　一部取り扱いのない場合もあります。

6ヵ月交換
保証付き透過率薄さ

（ガラス厚）
純日本製 透過率薄さ

（ガラス厚）
日本製ガラス
採用

耐衝撃 抗ウイルス 抗菌
Stand Flip

リ・クレイン™極強 保護ガラス 極薄 保護ガラス

ブラック レッド

耐衝撃 抗菌
クリアソフトケース

耐衝撃 指紋認証
対応

ジャストフィット
設計

カードポケット
（1枚）

指紋認証
対応

スタンド機能

専用アクセサリー
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