
詳しくはドコモの
ホームページへ

▲

※商品写真および画面はイメージです。

あんしんして長期に使える、
シンプルな

ビジネス向けケータイ。

DIGNO® ケータイ ベーシック　主な仕様/サービス一覧
カラー
サイズ＊1（高さ×幅×厚さ）
UIM
重量（電池パックを含む）
CPU
内蔵メモリ＊2
外部メモリ＊3
ディスプレイ（サイズ/種類/解像度）
カメラ
バッテリー容量＊4
充電時間＊5
連続通話時間＊6
連続待受時間＊7
VoLTE対応
WORLD WING＊8
接続端子
通信速度＊9
防水/防塵＊10
耐衝撃＊11
Wi-Fi®
Bluetooth®
Wi-Fi® テザリング
おサイフケータイ®
ワンセグ/フルセグ
赤外線
生体認証
あんしんマネージャー®
オフィスリンク®

本体付属品

Ｂｌａｃｋ
約112mm×約51mm×約17.9mm（折りたたみ時）
nanoUIM
約123g
QM215/1.2GHz×4コア
RAM：1GB/ROM：8GB
microSD™（最大2GB）/microSDHCTM（最大32GB）
約3.4インチ/TFT/FWVGA（480×854ピクセル）
̶
1500mAh
約130分
VoLTE（AMR-WB）：約400分/VoLTE（HD+）（EVS-SWB）：約310分
約360時間（LTE）
○
̶
USB Type-CTM対応
受信時最大150Mbps/送信時最大50Mbps
防水（IPX5/IPX8）/防塵（IP5X）
MIL規格準拠
IEEE802.11 b/g/n（2.4GHz対応）
Ver.4.2
○  （10台）
̶
̶/̶
̶
̶
○
○
DIGNO® ケータイ ベーシック KY-41B本体（リアカバー KY01<K>含む）/
電池パック KY01/クイックスタートガイド

＊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 すべての容量を使用することはできません。  ＊3 最新の対応状況について、詳しくは、使用する外部メモリのメーカーホームページな
どをご確認ください。また、機種・コンテンツにより制約があります。  ＊4 規格上の基準値です。  ＊5 USB Type-CTM対応ACアダプタ 07使用時。製品本体の電源を切った状態で測定した数値となります。  ＊6 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。  ＊7 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。  ＊8  WORLD WINGの通話・通信料は国内での通信を対象とした各
種割引サービスの適用対象外です。海外でのご利用について、詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。 ＊9  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。対応エリアは「ドコモのホームページ」をご確認ください。

本製品は防水規格（IPX5/8）および防塵規格（IP5X）に対応しています。
＊10 【防水・防塵について】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体内部に浸水せず、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つことです。ただしリアカバーを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。

＊11 【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。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

本カタログの内容は2021年5月現在のものです 2021.05

※「あんしんマネージャー®」「おサイフケータイ®」「オフィスリンク®」「WORLD WING」「iモード」「おまかせロック」「spモード」「iアプリ」その他株式会社 NTTドコモの商品またはサービスなどの名称は、株式会社
NTTドコモの商標または登録商標です。※「DIGNO」は、京セラ株式会社の登録商標です。※microSD™、microSDHC™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の商標です。※LTEは、ETSI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。※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. 2009-2021 All Rights Reserved.※その他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。

製造元

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

◎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。
◎掲載中の製品画像はすべてイメージです。さらに画面はハメコミ合成です。
※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。  
Ⓒ 2021 KYOCERA Corporation

お問い合わせ：ドコモ・コーポレートインフォメーションセンター

ドコモの法人向けサイト  https://www.nttdocomo.co.jp/biz/

※携帯電話からもご利用になれます。海外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。

0120-808-539
【受付時間】午前9：00～午後6：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

DIGNO® ケータイ ベーシック 本体（Ｂｌａｃｋ）

ご利用にあたってのご注意
【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。
【電池パックについて】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】DIGNO® ケータイベーシック本体や充電器、ドコモnanoUIMカード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。DIGNO® ケータイ
ベーシックに使用する充電器、ドコモnanoUIMカード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。
●充電端子はUSB Type-C™タイプとなり、対応のACアダプタは別売となります。●iモードは非対応です。●iアプリはご利用になれません。●お客さまご自身でDIGNO® ケータイ ベーシック本体、ドコモnanoUIMカー
ドに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。情報変化・消失に関し、当社はなんらの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。●iモード、またはspモードに
てご契約中のサイト（マイメニュー登録やドコモ ケータイ払いの継続課金サービス）が、本製品に対応していない場合、サイトを継続してご利用になれず、お客さまご自身でサイトの解約手続きが必要となります。ご
登録中のサイトが継続してご利用可能であるかは、必ずお客さまご自身でご確認をお願いします。詳細はサイトの提供会社へお問い合わせください。●マイメニュー引継ぎ実施後に該当のサイトが利用できるの
は、ISP契約変更翌日の正午頃となります。●メールなどの一部機能やサービスについて、利用開始時に利用許諾への同意が必要となります。●「おまかせロック」について、ドコモケータイ（iモード）向けに提供する
「おまかせロック」とはサービス内容やセキュリティなどに差異があります。●DIGNO® ケータイ ベーシックは、これまでのドコモケータイ（iモード）と異なり、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックす
るための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、動画の視聴などを行うと大量のパケット通信が発生します。このため、パケット定額サービスのご利
用を強くおすすめします。●外部メモリ（microSDカード/microSDHCカード）はすべての動作を保証するものではありません。●一部の機種において、その本体に金属性の材質を使用しており、まれにお客さまの体
質や体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。●掲載の商品については、店舗によって取扱っていない場合がありますのでご了承ください。●詳細についてはドコモのサービス窓口にお問
い合わせください。

お手入れの方法は、「京セラ製 防水（IPX5/8、IPX5/7）対応モデルのお手入れ方法（https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/care/）」をご覧ください。　
耐薬品機能のチェックのため、一般的なアルコール除菌シートに使用される下記の薬品を布に含ませ、拭き取り試験を実施しています。（1）イソプロピルアルコール、（2）エタノール、（3）次亜塩素酸ナトリウム
アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において、著しい変色・退色のないことを確認しています。ただし、製品の有する性能は試験環境下での確認であり、すべての変色や変形しないことを保証する
ものではありません。
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。

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。

KY-41B
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あんしんして長期に使える、
シンプルな
ビジネス向けケータイ。

ビジネスにうれしい充実の通話機能。導入も経済的に。

大事な電話を逃さない充実の通話機能。

ビジネスに特化したシンプルな機能。

端末操作だけで
不要な機能の利用を制限。

多彩なビジネスシーンに
寄り添う充実の機能。

万が一の紛失・盗難にもあんしん。

オフィスリンク®の便利機能にも対応。

気になる汚れも手軽にお手入れできて衛生的。

長期利用を想定した工夫。

遠隔初期化や不要な機能の利用制限など、
多彩なビジネスシーンを支える。

こだわりの「JAPAN MADE」。アルコール除菌＊13で清潔に使える。

カメラ、ワンセグ、おサイフケータイ®などを非搭載にし、ビジネス向けに
フォーカスした選りすぐりのシンプルな機能を搭載。カメラレスだから、カメラ
の持ち込みが禁止されている現場やオフィスなどのビジネスシーンでも利用
可能。シンプル機能で導入も経済的です。

こだわりの「JAPAN MADE」。

はっきりとした振動で着信に気がつきやすい「でかバイブ」、不在着信に気づき
やすくする「ステップアップ着信＊1」と「不在着信スヌーズ＊1」で、大事な着信を逃
さない。さらには、「通話後録音＊2」で通話終了後に直前の通話内容を保存で
きるので、大事な用件を後から聞き直すことが可能です。

電話帳登録外の連絡先との発着信や、Wi-Fi®や
モバイルデータなどの利用制限、業務に不要な
アプリの起動を制限するなど、業務に適した設定
が行える「Device Control」アプリ＊7を搭載。
端末操作だけで機能制限が設定でき、1台を設定
すれば、複数端末に設定の複製が可能。業務に
適した環境をスムーズに整えられます。

パソコンなどをインターネットに接続できる「テザ
リング」、ビジネスメールも確認できる「PCメール」
に対応。よく使う電話番号や機能などを「カスタマ
イズキー＊8」に登録し、ワンタッチで呼び出すことが
可能。外出や出張の時でも業務がスムーズに。充電
しやすい「USB Type-CTM＊9」対応。便利な「スト
ラップホール＊10」で落下防止にも役立ちます。

ビジネス利用にうれしい内線ソリューション「オフィスリンク＊3」に対応。1台2役で
外線・内線通話が可能。さらに、通話中に内線を転送できる機能や、プレフィックス
を自動的に付与する機能も搭載。便利で使いやすく、業務の効率化が図れます。

「あんしんマネージャー®＊5」の遠隔
ロックや初期化などのデバイス紛失
時対応機能、microSDTM＊6のデータ
暗号化に対応しているので、万が一、
紛失や盗難にあった場合も情報漏えい
を防止できます。

アルコール除菌シートや、泡ハンドソープを付けた柔らかい布でお手入れが可能＊13。
飲食店や介護施設、医療施設など、衛生面に配慮が必要な職種や現場でもあんしん
して利用できます。

塗装レスの外観ボディの採用により、長期間使用
しても、外観の塗装剥がれがなく傷が目立ちにく
い。また、バッテリーの劣化を抑える「バッテリー
ケアモード＊14」搭載。さらに取り外し可能なバッテ
リーを採用し、容易に新しいバッテリーへの交換
も可能＊15。多彩なビジネスシーンで長期間使用し
てもあんしんです。

企画から設計・開発・試験・製造・アフターサービスまで、国内での一貫体制にこだわった
「JAPAN MADE」製品。
さらに、防水・防塵＊11対応で、急な雨や水回り、ホコリの多い屋外や工場などでもあんしん
して利用可能。耐衝撃＊12対応で、ポケットやカバンから取り出す際、うっかり落としても
あんしんです。

＊1 ご利用には事前に設定が必要です。　
＊2 ご利用には事前に設定が必要です。通話開始から最大60分、50件まで録音が可能です。

＊3 「オフィスリンク®」は全国のドコモサービスエリアをオフィスの内線エリアとして利用できるサービスです（有料）。
　　詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。
　　https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/officelink/
＊4 ご利用には事前に設定が必要です。 ＊7 「Device Control」アプリについて詳細は

     「京セラのホームページ」にてご確認ください。　
      https://s.kyocera.co.jp/ky-41b/dc/

＊8 発信先や機能を最大3個まで登録可能。ワンタッチで呼び出す
　  ことができます。
＊9 「USB Type-CTM」ACアダプタは別売りです。
＊10 ストラップは非同梱です。お客さまにてご用意ください。

＊14 ご利用には事前に設定が必要です。バッテリーケアモードで
は、充電が85%で止まります。バッテリー寿命は延びますが、
1回の充電での使用時間は短くなります。

＊15 新しいバッテリーはドコモショップ、オンラインショップにてお
買い求めください。

＊5 「あんしんマネージャー®」は、ドコモが提供する
MDMサービス（企業が携帯電話を管理、運用
する際に利用する管理ツール）です（有料）。
詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。
https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/anshin_manager/

＊6 microSDカードはお客さまにてご用意ください。

＊11 【防水・防塵について】本製品は防水規格（IPX5/8）および防塵規格（IP5X）に対応しています。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体内部に浸水せず、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つことです。ただしリアカバーを確
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。

＊12 【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。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

＊13 お手入れの方法は、「京セラのホームページ」に
てご確認ください。（https://www.kyocera.
jp/prdct/telecom/consumer/care/）
耐薬品機能のチェックのため、一般的なアル
コール除菌シートに使用される下記の薬品を
布に含ませ、拭き取り試験を実施しています。
（1）イソプロピルアルコール、（2）エタノール、
（3）次亜塩素酸ナトリウム
アルコール除菌シートでの拭き取りを想定し
た試験において、著しい変色・退色のないことを確認しています。ただし、製品の有する性能は試験環境下
での確認であり、すべての変色や変形しないことを保証するものではありません。
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。

※商品写真および画面はイメージです。


