
シンプルで
使いやすいタブレット使いやすいタブレット
法人利用シーンに合わせた
ふたつの画面サイズを用意しました

QZ8QZ8 QZ10QZ10

このカタログは2018年 3月現在のものです。

（無料）

法人お客さまセンター（スマートフォン・タブレット・携帯電話・データ通信端末）

お問い合わせは

ホームページアドレス http://www.kddi.com/business/

0077-7041 （無料）0120-925-041／

［受付時間］平日：9：00～19：00 土・日・祝日：9：00～18：00（年末年始を除く）販売元
◎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。
※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。
Ⓒ 2018 KYOCERA Corporation

B4018 Qua tab QZ10/QZ8 法人向けカタログ

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。

［主な対応サービス］※サービスの詳細はauウェブサイトでご確認ください。

＊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ウェブサイトをご確認ください。＊3：全国（各都道府県一部エリア）で提供。＊4：一部のエリアを除きます。＊5：ハイレゾ音源データとハイレゾ対応のヘッドホンなど
（別売）が必要です。※本機種は3G通信はご利用いただけません。※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。また、通信速度は機器能力に依存します。

※「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およびその他のマークは、Google LLCの商標です。※WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。
※Wi-Fi®、Miracast™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。※microSDXC™はSD-3C,LLCの商標です。※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。

【防水・防塵について】キャップ類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。【お風呂での利用につい
て（QZ10のみ）】IPX5/8の防水性能。また、京セラ独自にお風呂の温度程度のお湯（43℃以下）が端末にかかっても故障しないことを試験しています。＊ご使用の際は、キャップ類は
確実に取り付けてください。＊長時間の持込みはしないでください。＊浴槽のお湯に浸けないでください。温泉や入浴剤等の入ったお湯に浸けないでください。万が一かかった場合、ま
たシャンプーや石鹸などが付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。＊急激な温度変化により、パッキン部の収縮が起こるため、浸水の恐れがありますので、常温に戻して
から浴室に持ち込んでください。＊ご使用後は、水道水で洗い流し、乾いた柔らかい布でふき、浴室から取り出しておいてください。＊浴室の電波環境によってはご使用になれない機能
があります。＊付属のTVアンテナケーブルは防水非対応です。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。

［防水・防塵・お風呂での利用に関するご注意］

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。注 意

QZ10  QZ8
［主な仕様］ Qua tab QZ10/QZ8

緊急速報メール フルセグ ・ ワンセグ
（QZ10のみ）Wi-Fiテザリング（最大10台接続）

カラー

サイズ（幅×高さ×厚さ）

重量

バッテリー容量

充電時間

連続待受時間＊1

au ICカード種類

OS

CPU

メモリー

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

防水/防塵

その他

同梱品

内蔵

外部

メイン

サブ（イン）

静止画

動画

Wi-Fi

Bluetooth®

外部デバイス/その他

Qua tab QZ10（キュア タブ キューゼット テン）

オリーブブラック

約259×168×8.6mm

約503g

7,000mAh

約250分（Type C共通ACアダプタ01[別売]使用時）

約1,310時間（4G LTETM/WiMAXTM 2+）

MSM8953/2.0GHz×8コア

受信225Mbps＊3/送信37.5Mbps＊3

約10.1インチ WUXGA TFT液晶

ハイレゾ再生対応＊5

京セラTVアンテナケーブル04/スタンド（試供品）

au Nano IC Card 04 LE

AndroidTM 7.1

RAM：3GB/ROM：32GB

microSDXCTM（最大256GB）

4G LTE/WiMAX 2+

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.4.2

ステレオイヤホンジャック

防水（IPX5/IPX8）/防塵（IP5X）

Qua tab QZ8（キュア タブ キューゼット エイト）

モカブラック

約126×214×8.3mm

約325g

5,200mAh

約200分（Type C共通ACアダプタ01[別売]使用時）

約1,000時間（4G LTE/WiMAX 2+）

MSM8937/1.4GHz×4コア＋1.1GHz×4コア

受信150Mbps＊4/送信25Mbps

約8.0インチ WUXGA TFT液晶

̶

̶



法人業務に適した機能が満載
アクティブに働く人のための
タブレット

法人業務に適した機能が満載
アクティブに働く人のための
タブレット

フルセグ・ワンセグ
（QZ10のみ） 緊急速報メール フロントステレオスピーカー

（QZ10のみ）
ハイレゾ再生対応
（QZ10のみ）

温水防水対応＊
（QZ10のみ）

※画像はイメージです。

防水設計により、屋外でのご利用時に突然の雨でも安心。USB端子
部、イヤホン端子部はキャップレス防水に対応しているので、充電時など
にキャップの開閉が不要です。
［防水・防塵について］IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。
※充電中には濡らさないでください。

■お客さまへのプレゼンテーションに最適な10インチ大画面
■外勤やテレワークの業務端末として

■持ち運びやすさを重視される方に最適な8インチ
■スマートフォンの画面サイズではもの足りない方に

用途に合わせて選べるふたつの画面サイズ

ビジネスに役立つ機能が満載

その他の機能

いつでもどこでも安心して使える

画面や手が濡れていてもタッチ
操作できるウェットタッチに対応
しています。
※すべての濡れた状態での動作を保証
するものではありません。

ウェットタッチ®防水・防塵

実用性の高いカメラ機能を搭載しました。使いやすく現場報告用の写真
撮影などにおすすめです。
■像面位相差オートフォーカス：ピント合わせが速い
■オートHDR：露出を自動補正

縦でも横でも指が届く
シャッターボタン。さらに
シャッターボタンなどを
お好きな位置に配置させる
ことも可能です。

約1,300万画素高画質カメラ

マウスやキーボードなど豊富な周辺機器（別売）をUSB端子に接続し
利用できます。
■Bluetooth®による周辺機器接続も利用可能

USBホスト

ボタン短押しで登録したアプリケー
ションを起動できます。
※長押しでアプリケーションを変更でき
ます。

※QZ8にもカスタマイズボタンがあります。

＊京セラ独自にお風呂の温度程度のお湯（43℃以下）が
端末にかかっても故障しないことを試験しています。

カスタマイズボタン

ディスプレイから発光する青色光
を抑え目の負担を和らげます。
※事前に設定が必要です。

ブルーライト軽減

ワイヤレスで大型ディスプレイに
画面を転送できます。プレゼン
テーションに便利です。
※事前に設定が必要です。

Miracast™

画面をダブルタップしても画面を点灯できます。電源ボタンが押しにくい
シーンで役立ちます。

タップで画面点灯

2.4GHz帯に加え、電波干渉の少ない5GHz帯にも対応しています。

Wi-Fi® 5GHz帯対応

フォントサイズと表示サイズを一括
で変更し拡大表示できます。

表示拡大モード

スマートフォン・4G LTEケータイに届いた電話着信やSMSなどの着信
をタブレットで確認したり、スマートフォン画面をタブレットに表示させて
操作することができます。

auシェアリンク

画面の大きなタブレットでは電池切れが心配。長時間の使用でも安心の
大容量バッテリーを搭載しました。また、大容量バッテリーを素早く充電
できる、急速充電規格QuickCharge 2.0/3.0に対応しています。

満充電にしないことで電池にかかる負荷を軽減し、電池の寿命を延ばす
ことができます。
■充電状態を長時間継続しているとバッテリーケアモードへの設定を
促すお知らせ機能も搭載

※お買い上げ時の設定はOFFです。

バッテリーケアモード大容量バッテリー/急速充電

スマートフォンなどに充電（給電：500mA）ができます。
外出時のスマートフォンなどの電池残量低下時にご利用いただけます。
※別売りのケーブル（京セラType-C給電ケーブル01［01KYHAA］）が必要です。
※充電開始操作を行う必要があります。

バッテリー給電

※「auシェアリンク」は、AndroidTM搭載スマートフォン/4G LTEケータイの対応機種
とペア設定するとご利用いただけます。auの契約がそれぞれに必要です。「auシェ
アリンク」アプリケーションに関して、詳しくはauウェブサイトをご確認ください。

着信をシェアして受け取れる

スマートフォン

伊藤佳代

伊藤佳代

QZ10の例

モカブラックオリーブブラック

■バッテリー容量　7,000mAh（QZ10）/5,200mAh（QZ8）
※お客さまのご利用環境や通信環境により、使用可能時間は異なります。

スマートフォンの画面サイズではもの足りない方に

モカブラック

スマートフォンの画面サイズではもの足りない方に

モカブラック

スマートフォンの画面サイズではもの足りない方に

モカブラック

QZ10 QZ8
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