
お客さまのご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。

［主な仕様］

カラー

ブラック

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
メモリー

対応通信規格＊2

内蔵

外部

メイン

サブ（イン）

Wi-Fi®

Bluetooth®

外部デバイス/その他

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

GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応

防水（IPX5/IPX8）/防塵（IP6X）/

耐衝撃（MIL-STD-810H Method 516.8:

Shock-Procedure Ⅳ）

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

衛星測位システム   

防水/防塵/耐衝撃

静止画

動画

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アダプター 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）

4G LTE™/WiMAX™ 2+

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。強い雨があ
たる環境での使用はしないでください。※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ありません。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。【泡によるお手入れに
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。【アルコールなどによるお手入れ】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）、次亜塩素酸ナトリウム（1.0%
以下）を少量含ませ、本体を拭き取ります。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。

［防水・防塵・耐衝撃に関するご注意］

※「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。※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。※ Zoomは、Zoom Video 
Communications Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Microsoft、Microsoft Teamsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における
登録商標または商標です。※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、以下の点にご注意ください。1. 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。2. 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。3. 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ホームページをご確認ください。

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上ははいずれも「4G」となります。また回線の混雑状
況などに応じて、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）で提供します。※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。※主な対応サービスについての詳細はauホームページをご確認ください。

確かな機能性。
さらに進化した
ビジネススマホ。

KYV48

製造元

販売元

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

このチラシは2020年 12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

ウェブサイトアドレス https://www.kddi.com/business/

0077-7041 （無料）0120-925-041／

［受付時間］9：00～18：00（年末年始を除く）

B4022 GRATINA KYV48 法人向けカタログ

◎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。
※本チラシについては、無断で複製、転載することを禁じます。  
Ⓒ 2020 KYOCERA Corporation



円滑なコミュニケーションでビジネスを加速。
業務効率化の頼れるパートナー。

操作しやすい、見やすくきれいな大画面。

JAPAN MADEならではの信頼。

こだわりの通話品質と便利機能。

安心
防水・防塵
屋外でのご利用時の埃や急な
雨でも安心。汚れたら軽く
水で洗い流せます。

Android Enterprise Recommended
Android Enterprise Recommended は、ビジネスにおいてそれぞれのニーズに応じて最も適した Android™ デバイスとサービスを
自信をもって選択、導入、管理できるようサポートする Google™ が率いるプログラムです。

国内開発・国内生産
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。

アプリ動作確認済み
テレワークで需要が高まる
コミュニケーションアプリを
安心してご利用いただけます。

データ移行を簡単にガイド
お使いの機種からのデータ移行
方法をスマートフォンで確認可能。
例えばお使いの機種が2010年
以降発売の京セラ製ケータイの
場合は操作画面の遷移を表示
しながら分かりやすく移行手順
をガイドします。

ストラップホール

ステップアップ着信
不在着信から10分以内に再度同じ相手から着信があった
場合、着信音を段階的に大きくしてお知らせします。

急速充電
Power Delivery2.0に対応。

約5.8インチフルHD+液晶
高解像度の大型液晶ディスプ
レイを搭載。映像や画像、テキ
ストを鮮明に再現します。

シンプルな
ビジネス向けホーム
シンプルで操作性のよいUIです。

約1,600万画素
メインカメラ

Google レンズTM

英語の資料など、カメラを向ける
だけで検索・翻訳ができます。

ワンタッチボタン
よく使う連絡先を3つまで登録
可能です。

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。

グローブタッチ®
手袋や作業用グローブなどを
着用したまま操作が可能。
素手とグローブの切り替えも
自動です。
※事前設定をすれば継続してご利用できます。
※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。

※メインカメラのみ。※通信料がかかります。 ※アプリアイコンの表示位置、数の変更は可能です。

※設定にて非表示にすることができます。

※IPX5、IPX8の防水性能。防水の詳細はスペッ
クページをご確認ください。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。

※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ありません。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。

※お手入れの方法は、「スマホの汚れの落とし方」
の動画をご確認ください。
https://www.youtube.com/watch?feat
ure=emb_logo&v=LJncJqGwQms&app
=desktop

耐衝撃
壊れにくい、安心の耐衝撃
設計。不意の落下による
衝撃から端末を守ります。
画面割れに強い強化ガラス
「Dragontrai l® STAR」を
採用しています。

※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）

※急速充電にはUSB Power Delivery2.0に対応した充電器（別売）が必要です。

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。

指紋センサー
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簡単に
本体のロック解除が可能です。

使いやすさ

機能性

耐薬品
泡ハンドソープやアルコール
などによるお手入れも可能
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。

※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。

※当社基準に基づき動作確認をしております。
※すべての動作を保証するものではありません。
※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。

データ移行を簡単にガイド

データ移行が
かんたん

安心の
日本製

Cisco Webex® Google Meet

LINE WORKS Microsoft Teams

Zoom


