
 

 

 

お知らせ 2017 年 6 月 6 日 

NTT レゾナント株式会社 

人気ハイコストパフォーマンスモデルの最新端末「HUAWEI P10 lite」 

gooSimsellerにて、21,800円のキャンペーン価格で販売開始 

https://simseller.goo.ne.jp/item/00002P10LITE_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、2017 年 6 月 6 日(火)15 時から

「HUAWEI P10 lite」を、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。価

格は 23,800 円(税抜)です。なお、発売を記念し通常価格から 2,000 円割引で購入できる発売記念キャ

ンペーンを数量・期間限定にて実施します。キャンペーン価格は 21,800 円(税抜)となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■販売概要 

(1)販売開始日:2017 年 6 月 6 日(火) 15:00 

(2) 端末スペック 

・手のひらに広がる、色彩美 

7H 硬度の傷つきにくいガラスを、美しく立体感のある 2.5D 曲面に加工し両面を覆っています。中央

のメタルフレームは両面ラウンドエッジパネルで手にやさしく馴染みます。 

 

 

 

 

https://simseller.goo.ne.jp/item/00002P10LITE_SIMSET.html


・高性能カメラで、素早くキレイに撮影 

高速フォーカス、大型イメージセンサー、手ぶれ補正機能を搭載。動く被写体や、暗い場所での撮影で

も表情や動きをはっきりと捉えます。 

・サクサクが長続きするファーウェイ独自のアルゴリズム 

システムパフォーマンスを改善し続ける機械学習アルゴリズムと、ファイルの断片化を解消する新しい

ファイルシステムにより、使い始めの高速レスポンスが長く続きます。 

 

端末名 HUAWEI P10 lite 

カラー サファイヤブルー プラチナゴールド パールホワイト ミッドナイトブラック 

サイズ / 重さ 約 72(W)×146.5(H)×7.2(D)mm / 約 146g 

対応 OS Android™ 7.0 Nougat / Emotion UI 5.1 

CPU Huawei Kirin658 オクタコア(4×2.1GHz+4x1.7GHz) 

メモリ RAM:3GB / ROM:32GB / Micro-SD スロット(最大 128GB) 

バッテリー 3,000mAh, 9V/2A 急速充電 

ディスプレイ 5.2 インチ, FHD(1920×1080 ドット), IPS(in-cell) 

カメラ 

メインカメラ：1200 万画素(1.25μm ピクセル/開口部 F2.2/ 

像面位相差 AF＋コントラスト AF/電子手振れ補正/BSI) 

インカメラ：800 万画素(開口部 F2.0/FF/BSI) 

通信速度  
下り(受信時)最大 262.5Mbps(LTE)(*1) 

上り(送信時)最大 50Mbps(LTE)(*1) 

連続待受時間 FDD-LTE：約 532 時間、WCDMA：約 564 時間、GSM：約 575 時間(*1) 

連続通話時間 WCDMA:約 21 時間、GSM:約 37 時間(*1) 

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5.0GHz) 

テザリング機能 最大接続台数：8 台 

その他 指紋センサー, Bluetooth® v4.1 LE, GPS/AGPS/Glonass,Nano-SIM × 2 

通信方式 

FDD-LTE : B1/3/5/7/8/18/19/26 (au VoLTE 対応予定(*2)) 

TDD-LTE : B41 

2CA 対応 

W-CDMA : B1/5/6/8/19 

GSM : 850/900/1800/1900MHz 

セカンダリーSIM ： GSM の上記周波数 



本体付属品 
AC アダプタ、USB ケーブル、クリアケース、イヤホンマイク、クイックスタートガ

イド 

 

(3) HUAWEI P10 lite 発売記念キャンペーン 

「HUAWEI P10 lite」発売を記念し、数量・期間限定で「HUAWEI P10 lite 発売記念キャンペーン」
(*3)を実施します。スマホ+SIM パッケージセット(データ通信専用 SIM、SMS 対応データ通信専用 SIM

も選択可能)をお買い求めの場合、21,800 円(税抜)で購入できる goo ポイント割引クーポンを goo ポ

イント会員限定で発行します。 

通常販売価格 23,800 円(税抜)→ goo ポイント割引クーポン利用で 21,800 円(税抜)(*4) 

キャンペーンページ：https://point.goo.ne.jp/j/ssc/staticContents/show/cp_134 

※goo ポイント会員でない方も、新たに gooID を取得し、goo ポイント会員登録(無料)することで、本

キャンペーンに参加できます。 

■実施期間：2017 年 6 月 6 日(火)15:00～2017 年 7 月 5 日(水)9:59 

■対象店舗：NTT コムストア by gooSimseller 本店

(https://simseller.goo.ne.jp/item/00002P10LITE_SIMSET.html) 

 

(４)価格 

・一括払い：23,800 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：1,050 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。 

 

(５)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/p10lite.html 

「NTT コムストア by gooSimseller  楽天市場店」 

URL：https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/p10lite-simset/ 

「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/p10lite-simset.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 

※Amazon のみ 6/9(金)10 時～販売開始 

 

(６) 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。 

https://point.goo.ne.jp/j/ssc/staticContents/show/cp_134
https://simseller.goo.ne.jp/item/00002P10LITE_SIMSET.html
http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set/p10lite.html
https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/p10lite-simset/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/goo-simseller/p10lite-simset.html
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2VPLZRE8AE6G0


  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): 速度は LTE 規格上の最大値。実効速度や使用時間はネットワーク側の規格、使用環境や電波状況、ご契約の SIM のサービス内容により変動します。 

(*2): 後日ソフトウェアアップデートで対応。 

(*3): 複数キャンペーンを同時に適用することはできません。 

(*4): 本キャンペーンで充当された特別ポイントは、ポイントの付与と同時に自動で各機種の購入代金の支払に充当されるため、他の目的に使用すること

はできません。本キャンペーンで充当された特別ポイントと、goo ポイントを併用して製品を購入することはできません。 

  

※ 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 

http://050plus.com/
mailto:pr@nttr.co.jp

