
 

 

 

お知らせ 2017 年 7 月 31 日 

NTT レゾナント株式会社 

Andorid7.0＆LTE対応で業界最安値*1「gooのスマホ g06+」 

～4インチ需要にお応えして、好評だった「g06」をリバイバル～ 

https://product.goo.ne.jp/smartphone/g06plus/ 
 

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、「goo のスマホ」第 6 弾として 2016 年 9 月より販売開始した

格安スマホ「g06(グーマルロク)」のバージョンアップ版である「g06+(グーマルロクプラス)」を、

「OCN モバイル ONE」とセットで本日より販売開始します。価格は Andorid7.0＆LTE 対応では業界

最安値の 7,800 円(税抜)です。 

2016 年 9 月 6 日に発売開始した「g06」は、小型 4 インチというサイズ感と、LTE 対応スマホでは

当時最安値である 7,800 円という価格が評価され、発売から半年でほぼ完売しました。その後も、スマ

ートフォンが大型化する流れの中、4 インチを求めるユーザーの声を多数いただいています。そして今

回、「g06」発売から 1 年近くたったこともあり、Android7.0 を搭載し、また ROM/RAM の向上を行

い、より使いやすい端末として「g06+」を用意しました。また、カラーバリエーションとしては、

「g06」で人気だったブラック、インディゴに加え、「g06」はお子様向けとして多く利用されている

こともあり、ライトブルー、イエロー、ピンクを用意しました。 

なお、「g06+」発売を記念し、「g06+」を購入した先着 906 名様に、goo ポイントを 1,000 ポイ

ントプレゼントする「g06+発売記念キャンペーン」を実施します。また、goo メールを利用している

ユーザー(新規申込含む)には更にお得な発売記念キャンペーン(1,500 ポイントプレゼント)を用意しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■販売概要 

(1) 販売開始日:2017 年 7 月 31 日(月) 10:00 

(2) 端末スペック 

・豊富なカラーバリエーション！洗える背面カバー 

前作「g06」で人気だったブラック、インディゴに加え、お子様におススメのライトブルー、イエロ

ー、ピンクを用意しました。標準の gooRed（グーレッド)ともう一色の背面カバーがセットになってい

るので、気分や利用シーンで付け替えが可能です。また、お子様にも安心して長くご利用頂けるよう、

背面カバーは汚れても水洗い可能*2 になっています。(端末本体は水洗い出来ませんので、ご注意下さ

い。) 

プリインストールアプリ「マイセキュア」のペアレンタルコントロール機能*3 をご利用いただくと、利

用アプリの制限やインターネットの閲覧制限が可能となり、お子様のご利用も安心です。 

・Android 7.0 nougat を搭載 

Android 7.0 nougat を搭載。最先端のソフトウェアにより安定性と使いやすさが向上しています。 

・ROM/RAM が 16GB / 2GB にパワーアップ 

「g06」では 8GB/1GB だった ROM/RAM が、g06+では 16GB/2GB にパワーアップしました。ゲー

ムや動画視聴など、より使いやすく利用できます。 

・小型の 4 インチ WVGA(800x480)IPS 液晶を継続採用 

サイズが大きくなる傾向にあるスマートフォン市場において貴重だった小型サイズの「g06」。前回ご

好評頂いた小型の 4 インチディスプレイを今回の「g06+」も継続して採用。 

前作同様、IPS 液晶(WVGA800 × 480)のため、視野角が広く、角度により輝度の変化が少ないため、

より自然で美しい画像が楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



端末名 g06+ 

カラー gooRed（グーレッド)・イエロー・ライトブルー・ブラック・ピンク・インデ

ィゴ 

OS Android 7.0 nougat 

CPU MT6737M 

クアッドコア 1.1GHz 

ROM／RAM 16GB / 2GB 

外部メモリ micro SD/SDHC/SDXC ／最大 128GB 

サイズ 約 126×63.2×10.8mm 

重量 約 129g 

ディスプレイ 4.0 インチ, WVGA IPS 液晶,  

800 × 480 ドット 

カメラ アウトカメラ: 500 万画素 

インカメラ : 200 万画素 

バッテリー容量 1,700mAh 

ネットワーク ■LTE：  

B1(2100) / B3(1800) /B19(800)  

■W-CDMA： 

B1(2100) / B6(800)  

■GSM： 

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 

SIM スロット デュアル SIM（micro ／ micro) 

WiFi IEEE802.11 b/g/n（2.4GHz) 

Bluetooth Bluetooth 4.0 

センサー A-GPS/GPS 

加速度センサー 

近接センサー 

輝度センサー（照度センサー) 

 

(3) g06+発売記念キャンペーン 

＜g06+発売記念キャンペーン①＞ 

「g06＋」を購入された先着 906 名様に goo ポイント 1,000 ポイント分をプレゼント。 

＜goo メール利用者様限定！g06+発売記念キャンペーン②＞ 

goo メールをご利用中の方かつ「g06+」を購入された先着 906 名様には goo ポイント 1,500 ポイン

トをプレゼント。 

g06+ご購入前にこの機会に goo メールを新規申し込まれた場合も対象になります。 

※該当する goo ポイントが取得できるギフトコードをご注文時のメールアドレス宛にお送りします。 

※両キャンペーンの重複はできません。キャンペーン②の適用を希望される場合はご注文時のメールアドレスを goo メ

ールでお願いします。 

※ご注文ベースでそれぞれ 906 名様に達した場合、キャンペーンは終了となります。 

※キャンペーン②は goo メールを「g06+」ご注文時及びご注文の翌月 1 日までご利用いただいていることが条件になり

ます。 

※その他詳細・注意事項はキャンペーンページをご確認ください。 

■キャンペーンページ：https://simseller.goo.ne.jp/ext/lp/g06pluscp.html 



■実施期間：2017 年 7 月 31 日(月)10:00～2017 年 9 月 20 日(水)9:59 

■対象店舗：NTT コムストア by gooSimseller 本店(https://simseller.goo.ne.jp/) 

(4) 価格 

・一括払い：7,800 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：380 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/goospz_g06p.html 

「NTT コムストア by gooSimseller  楽天市場店」 

URL：http://item.rakuten.co.jp/goosimseller/g06plussimset/  

「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/g06plussimset.html  

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

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

ビックカメラ、ソフマップ、コジマ、ヨドバシカメラでも一部店舗にて 2017 年 8 月中旬以降、端末単品販売開始予定と

なっております。 

 

(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。 

  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。 

http://item.rakuten.co.jp/goosimseller/g06plussimset/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/goo-simseller/g06plussimset.html
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2VPLZRE8AE6G0


※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): 2017 年 7 月 31 日 NTT レゾナント調べ（キャンペーン価格除く） 

(*2): 中性の台所用合成洗剤(界面活性剤入り)を使用すれば通常の汚れ(泥、食事等で付着した汚れ、水性マーカー、カビなど)を落とすことができます。汚

れの内容、マーカーの種類等によっては完全に落とせない場合があります。水洗い後はタオル等で拭いた後、自然乾燥を行い、必ずカバーに水滴がない事

を確認して端末に装着下さい。水滴により端末本体が故障した場合には、有償修理対応になります。 

(*3): ご利用には別途申込が必要です。お子さまがスマホを使う際に、不適切 Web サイトへのアクセス制限や、アプリの利用制限が設定可能な機能です。 

  マイセキュアについて：http://www.ntt.com/personal/services/option/security/mysecure/service.html 

  

※ 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 

http://050plus.com/
http://www.ntt.com/personal/services/option/security/mysecure/service.html
mailto:pr@nttr.co.jp

