
 

 

 

 

お知らせ 2017 年 5 月 9 日 

NTT レゾナント株式会社 

 

DSDS対応の Android版 VAIOスマホ 

「VAIO® Phone A」gooSimsellerにて販売開始 

https://simseller.goo.ne.jp/item/00002VPA0511S_SIMSET.html 

 

ポータルサイト「goo」を運営する NTT レゾナント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：

若井 昌宏、以下、NTT レゾナント）は、「gooSimseller」において、「VAIO Phone A」を 2017 年

5 月９日(火)10 時から通信料のお得な SIM「OCN モバイル ONE」とセットで販売開始します。端末価

格実質 19,800 円(税抜)(SIM カード初期費用 3,000 円込で 22,800 円(税抜))です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■販売概要 

(1) 販売開始日:2017 年 5 月９日(火) 10:00 

 

(2) 端末スペック 

「VAIO Phone A」は、アルミと強化ガラスで包んだ高品質・高耐久を追及したデザインです。機能面

についても、複数 SIM を同時に利用できるデュアル SIM・デュアルスタンバイ、VoLTE やキャリアグ

 

 

 

 

 

https://simseller.goo.ne.jp/item/00002VPA0511S_SIMSET.html


リケーション対応により、クリアな音声通話や快適なインターネットを楽しむことができます。また、

PC の VAIO と同じく、専任の技術者の手で 1 台ずつ仕上げを行ない、全数チェックを実施する「安曇

野 FINISH」によって高い品質を確保しています。 

端末名称 VAIO Phone A 

カラー シルバー 

サイズ 156.1 mm、77.0 mm、8.3 mm 

重量 約 167g 

ディスプレイ 
5.5 インチ 

FHD（1080x1920 ドット） 

OS Android™ 6.0.1 

CPU 
Qualcomm® Snapdragon™ 617 オクタコア 

1.5 GHz (クアッドコア) + 1.2 GHz (クアッドコア） 

メモリー 

RAM 3GB 

ROM 16GB 

microSD 最大 64GB 

カメラ 
メイン 1300 万画素 

サブ 500 万画素 

バッテリー 2800mAh 

ネットワーク（周波数帯） 

WCDMA B1/5/6/8/11/19 

LTE 対応 B1/3/8/19/21 

3G 受信 42.2Mbps、LTE 受信 150Mbps、LTE-Advanced 受信 

225Mbps 

SIM microSIM×1 / nanoSIM×1(DSDS 対応) *1 

外部接続機能 

IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

Bluetooth® 4.2 

microUSB（USB2.0） 

センサー GPS、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー 

 

(3) 価格 

一括払い：22,800 円(税抜) 

※一括払いの場合、SIM カード初期費用 3,000 円(税抜)を含みます。 

分割払い：950 円(税抜)/月×24 回 

※分割払いの場合、別途 SIM カード初期費用 3,000 円(税抜)が発生します。OCN モバイル ONE 音声対応 SIM とセット

での販売となります。 



(４)販売方法 ：「NTT コムストア by gooSimseller」にて販売 

「NTT コムストア by gooSimseller 本店」 

  URL：http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set/vaiopha.html 

「NTT コムストア by gooSimseller  楽天市場店」 

  URL：http://item.rakuten.co.jp/goosimseller/vpa0511ssimset/ 

「NTT コムストア by gooSimseller  Yahoo!ショッピング店」 

  URL：http://store.shopping.yahoo.co.jp/goo-simseller/vpa0511ssimset.html 

「NTT コムストア by gooSimseller」として Amazon にも出品 

  URL：https://www.amazon.co.jp/s?me=A2VPLZRE8AE6G0 

※上記店舗にて端末の単品販売は行っておりません。（SIM カード初期費用 3,000 円込で 22,800 円（税抜））となります。 

  

(５)通信サービス 

・「OCN モバイル ONE」(http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one.html) 

 データ通信専用 SIM、SMS 対応データ通信専用 SIM、音声対応 SIM からお選びいただけます。 

  ①データ通信専用 SIM 

  月額利用料：月額 900 円(税抜)～ 

※OCN モバイル ONE 110MB/日コースの場合。その他、用途に合わせて選べる様々な容量のコースがあります。 

※別途、ユニバーサルサービス料がかかります。また、SMS 対応 SIM カードの場合は SMS 送信料がかかります。 

※端末にセットされている「OCN モバイル ONE：月額基本料 900 円(税抜)/月～」は端末代とは別に、利用申込後 NTT Com より料金が 

請求されます。 

 

  ②音声対応 SIM 

  月額利用料：月額 1,600 円(税抜)～ 

  (内訳) 

   パケット代：900 円(税抜) 

   音声通話基本料：700 円(税抜) 

   IP 電話アプリ「050 plus」月額基本料：無料 

※別途、ユニバーサルサービス料、および通話料と SMS 送信料がかかります。また、SIM カード 1 枚につき、「050 plus」を 1 番号まで月

額基本料およびユニバーサルサービス料不要でご利用いただけます。 

※同梱されている「OCN モバイル ONE 音声対応 SIM」は商品到着後、お客様ご自身でご利用のお申し込みをしていただく必要があります。

お申し込み手続きの完了後、後日 SIM カードがお手元に届きます。 

※MNP(番号ポータビリティ)で今お使いの携帯番号をそのままで乗り換えることができます。 

※端末にセットされている「OCN モバイル ONE 音声対応 SIM：月額基本料 1,600 円(税抜)/月～」は端末代とは別に、利用申込後 NTT 

Com より料金が請求されます。 

※「050 plus」(http://050plus.com/)は、050 で始まる電話番号から、格安の通話料金で電話ができるアプリです。また、アプリ同士の通

話料金は無料です。 

 

【補足】 

 *1 microSD と nanoSIM は排他使用。同時使用不可となります。 

 

※ 記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。 

 

以上 

本件に関する問い合わせ先 

NTT レゾナント株式会社 広報担当 石賀、成田 ☎ 03-6703-6250 pr@nttr.co.jp 
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