
 

 

 

お知らせ 2017 年 7 月 25 日 

NTT レゾナント株式会社 

 

片手にすっぽり収まる超軽量＆コンパクトボディの「ZenFone Live」 

gooSimsellerにて販売開始 

https://simseller.goo.ne.jp/item/00002ZB501KL_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 7 月 25 日(火)10 時から

「ZenFone Live」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 19,800 円(税抜)です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■販売概要 

(1)販売開始日:2017 年 7 月 25 日(火) 10:00 

(2) 端末スペック 

・気軽に持ち運べる超軽量＆コンパクトボディ 

片手にすっぽり収まる、洗練された 3 色の超軽量＆コンパクトボディ。女性もらくらく操作できる小型

サイズがスマホライフをより気軽にします。 

 

 

 

 



・世界初搭載の「美人エフェクト Live」でライブ配信！ 

「美人エフェクト」機能を使用して、前面カメラで美しい肌に補正しながらリアルタイムに配信。イベ

ントやパーティーなど、SNS ライブ配信で、遠隔にいる友達や家族と大切な時間や感動を共有できま

す。 

OS Android™ 6.0.1 

カラー シャンパンゴールド、ローズピンク、ネイビー・ブラック 

CPU 
プロセッサー名 ：Qualcomm® Snapdragon™ 400 (クアッドコア CPU) 

動作周波数 ： 1.4GHz 

メインメモリ 
搭載容量 *1 ： 2GB 

仕様 ： LPDDR3 

記録装置 

内蔵ストレージ *2 *3 ： 16GB 

ASUS WebStorage サービス ： 5GB (永久無料版) 

Google ドライブ ： 100GB (2 年間無料版) *4 

サイズ／重量 高さ約 141.1mm×幅約 71.7mm×奥行き約 7.9mm／約 120g 

表示機能 

ディスプレイ ： 5 型ワイド TFT カラータッチスクリーン IPS 液晶 (LED バック

ライト) 

解像度 ： 1,280×720 ドット (HD) 

グラフィックス機能 ： Adreno™ 305  

Web カメラ 
アウトカメラ ： 1,300 万画素 Web カメラ内蔵、LED フラッシュ 

インカメラ ： 500 万画素 Web カメラ内蔵、LED フラッシュ 

バッテリー容量 2,650mAh 

ネットワーク 

FDD-LTE ： B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 

TD-LTE ： B41 

W-CDMA ： B1 / B6 / B8 / B18 / B19 

GSM/EDGE ： 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz 

SIM カードスロット*5 nanoSIM スロット×2 *6 

WiFi IEEE802.11b/g/n 

Bluetooth® Bluetooth® 4.0 

センサ 
GPS(GLONASS サポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、近接セン

サ 

その他 
主な付属品 ： USB AC アダプターセット*7、SIM イジェクトピン、イヤホンマ

イク、ユーザーマニュアル、製品保証書 

 

 



(3)価格 

・一括払い：19,800 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：850 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/zenflive.html 

「NTT コムストア by gooSimseller  楽天市場店」 

URL：https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/zb501kl-simset/ 

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

URL： https://store.shopping.yahoo.co.jp/goo-simseller/zb501kl-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 

 

(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。 

 

 

http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set/zenflive.html
https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/zb501kl-simset/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/goo-simseller/zb501kl-simset.html
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2VPLZRE8AE6G0
http://050plus.com/


【補足】 

(*1): メモリの増設や交換はできません。予めご了承ください。   

(*2): 内蔵ストレージの増設や交換はできません。予めご了承ください。   

(*3): 上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。  

(*4): サービスを利用するには、2018 年 3 月 31 日までにアクティベーションを完了していただく必要があります。 

   アクティベーション完了後、12 ヶ月のあいだは同一のサービスを追加することはできません。  

(*5): SIM1/SIM2 の nanoSIM カードスロットはともに、4G/3G/2G 回線の接続に対応しています。 

   ただし日本国内においては、SIM カードを 2 枚挿入して、4G/3G/2G 回線を同時に使用することはできません。 

(*6): nanoSIM カード(SIM2)と microSD カードは排他利用となるため、同時に使用することはできません。  

(*7): USB AC アダプターセットには、USB チャージャー、USB ケーブルが含まれています。   

 

 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 成田、立石 ☎ 03-6703-6250 pr@nttr.co.jp 

mailto:pr@nttr.co.jp

