
 

 

 

お知らせ 2017 年 10 月 11 日 

NTT レゾナント株式会社 

 

3Dカーブの美しいガラスボディが持ちやすさを実現 

最新ダブルレンズカメラ搭載の DSDS スマホ「honor 9」 

gooSimsellerにて業界最安値*1で販売開始 

https://simseller.goo.ne.jp/ext/lp/honor9.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 10 月 11 日(水)15:00 か

ら「honor 9」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。端末と

SIM カードがセットで届いてすぐ使えるらくらくセットの一括購入が 33,600 円（税抜)となります。

またらくらくセット分割購入いただいた方には QUO カード 2,000 円分をプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■販売概要 

(1)販売開始日: 2017 年 10 月 11 日(水)15:00 

(2)端末スペック 

3D カーブが美しいガラスボディ 

美しい 3D カーブを描くボディのデザインは、やさしく手に馴染みます。また、光の加減で様々な

 

 

 

 



表情を見せる鏡面仕上げの背面パネルの下には、様々なコーティングが施された 15 層のレイヤーが

オーロラを彷彿とさせる美しい紋様を浮かび上がらせます。 

パワフルなパフォーマンスと安全性の両立 

高性能 CPU と最高のパフォーマンスを維持する独自の UI がストレスフリーな使い心地を実現しま

す。メモリも RAM4GB/ROM64GB を搭載。また、高感度の指紋認証センサーによるスピーディー

なロック解除と便利な画面操作機能のダブル・ファンクション仕様のため、使いやすさと安全性も

両立します。 

カラー Sapphire Blue / Glacier Grey 

OS Android™ 7.0 Nougat / Emotion UI 5.1 

CPU Kirin 960 Octa-core (4x 2.4GHz+4x1.8GHz) 

メインメモリ RAM ： 4GB / ROM ： 64GB 

外部メモリ Micro-SD スロット（最大 256GB） 

サイズ／重量 約 70.9(W) x 147.3(H) x 7.45(D)mm / 約 155g 

ディスプレイ 約 5.15inch FHD (1920x1080 ドット) / IPS 

カメラ 

メインカメラ (ダブルレンズ) ： 約 1,200 万画素カラーセンサー + 約 2,000 万

画素モノクロセンサー、開口部 F2.2 / 2 色フラッシュ 4-in-1 ハイブリッドフォ

ーカス（像面位相差+コントラスト+レーザー＋デプス AF） / 4K 動画撮影 

インカメラ ： 約 800 万画素（開口部 F2.0 / FF） 

バッテリー容

量 
3,200mAh(一体型） / 急速充電（ 9V / 2A 対応) 

ネットワーク 

FDD LTE：B1/3/5/7/8/19/20 

TDD LTE：B38/40 

WCDMA: B1/2/5/6/8/19 

GSM:850/900/1800/1900MHz 

セカンダリーSIM (音声通話のみ)：WCDMA, GSM の上記周波数 

SIM スロット Nano SIM × 2*2 *3 

WiFi IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠(2.4GHz/5.0GHz) 

Bluetooth® Bluetooth® V4.2 with BLE 

センサー 
GPS / Glonass / Beidou、加速度、コンパス、ジャイロ、環境光、近接、指紋セ

ンサー、HALL 

付属品 AC アダプタ/USB ケーブル(A to C) / クイックスタートガイド / クリアケース 



(3)価格 

・一括払い：33,600 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：1,480 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。 

※分割払いの場合、QUO カード 2,000 円分をプレゼントします。 

 ・Amazon 価格：47,800 円（税抜） 

 ※SIM カード初期費用 3,000 円(税抜)を含みます。 

 

(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/honor9.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) 

 音声対応 SIM のみとなります。 

  ①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: 2017 年 10 月 11 日 NTT レゾナント調べ（キャンペーン価格除く） 

*2: 本端末は FOMA SIM カード（3G 通信のみの SIM）には対応しておりません。 

*3: 本端末は KDDI の移動体通信網を利用した通信サービスには対応しておりません。  

  それらの通信サービスの SIM でのご利用については、当社では一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 

 

http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set/honor9.html
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2VPLZRE8AE6G0
http://050plus.com/


 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

