
 

 

 

お知らせ 2017 年 11 月 14 日 

NTT レゾナント株式会社 

 

防水対応の美しいメタル＆ガラスデザイン 

デュアルカメラ機能搭載の「Moto X4」を gooSimsellerで販売開始 

https://simseller.goo.ne.jp/item/00002MOTOX4_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 11 月 14 日(火)10:00 か

ら「Moto X4」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 47,900 円（税抜)となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■販売概要 

(1)販売開始日: 2017 年 11 月 14 日(火)10:00 

(2)端末スペック 

・前面/背面の高性能なカメラ性能 

背面はデュアルピクセル AF 技術採用の 1200 万画素カメラと、広角 120°の 800 万画素カメラを搭

載。暗い所でもキレイな撮影が可能です。前面にはアダプティブ低光量モード付 1600 万画素カメラ

を搭載。光量が少ない場合でも標準の 1600 万画素カメラよりも 3 倍以上明るく、最適な光量で自撮

りがお楽しみいただけます。 

 

 

 

 



・充実の機能を完備 

誤って水をこぼしても、水に濡れてしまっても、大事なスマートフォンを水から守る IP68 規格の防水対

応デザイン。さらにスマートフォンの指紋認証センサーを、ご利用の PC や Web サイト解除キーとして

使える Moto Key にも対応。内部ストレージが 64GB あり、SD カードなどの外部メディアも最大 2TB

に対応しています。 

 

OS Android™7.1.1(*1) 

プロセッサー Qualcomm® Snapdragon™ 630 2.2GHz オクタコア CPU、Adreno 508 GPU 

メインメモリ(*2) 4GB 

内部ストレージ

(*3) (*4) 

64GB 

外部メモリ microSD（最大 2TB） 

サイズ／重量 高さ約 148.4mm x 幅約 73.4mm x 厚さ約 7.99mm(最薄部)  / 約 163g 

ディスプレイ 5.2 インチ、1920×1080(FHD、424 ppi)、IPS 液晶 CORNING® GORILLA® 

GLASS 

カメラ アウトカメラ ：1200 万画素デュアルピクセルオートフォーカス(f/2.0、1.4μm) 

+ 800 万画素(広角 120°、f/2.2、1.12μm) デュアル相関色温度 LED フラッシ

ュ 

インカメラ ： 1600 万画素、広角 76°、f/2.0 

バッテリー容量 3,000mAh(*5) 

ネットワーク 4G ： B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B38 / 

B40 / B41   

3G ： B1 / B2 / B4 / B5 / B8 / B19(B6 含む) 

2G ： 850/900/1800/1900MHz 

SIM スロット Nano SIM × 2（DSDS デュアル SIM デュアルスタンバイ対応）(*6) 

WiFi IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)(*7) 

Bluetooth® Bluetooth® 4.2 BR/EDR+BLE 

センサー 指紋認証、加速度計、ジャイロスコープ、コンパス、近接センサー、環境照明セ

ンサー、センサーHub 

付属品 USB 充電器、USB ケーブル、ヘッドセット、SIM 取り出しピン、クイックスタ

ートガイド、LG（安全/規制/法令/保証について） 



(3)価格 

・一括払い：47,900 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：2,050 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。 

・通常セット：52,700 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/motox4.html 

「NTT コムストア by gooSimseller  楽天市場店」 

URL：https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/motox4-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/motox4-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 は 11/20（月）からの販売予定となります。 

 

(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 

 

 

【補足】 

*1: 利用可能な新しいプラットフォームへのアップデートがある場合、ホーム画面上に通知メッセージが表示されます。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。メッセージの

http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set/motox4.html
https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/
https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2VPLZRE8AE6G0


指示に従い、アップデートを実行することでプラットフォームのバージョンを最新にすることができます。製品の生産時期により

記載されているプラットフォームより新しいバージョンが搭載されている場合があります。 

【Android アップグレード保証】 

Moto X4 は、Google により最新の既存ソフトウェアから Android O へのアップグレードが保証されています。アップグレードの

時期については保証いたしかねます。  

*2: メモリの増設や交換はできません。 

*3: 内部ストレージの増設や交換はできません。  

*4: システムの領域が存在するため、容量すべてがユーザーの使用可能な領域とはなりません。 

*5: 電池は劣化します。記載した電池能力は、新品状態でのパフォーマンスとなります。バッテリー駆動時間の説明内容は概算であり

使用時間と待機時間の両方を含む標準的な使用プロファイルに基づいています。 

*6: 両スロットとも LTE サポート(LTE は同時に１つの SIM スロットのみ利用可能)。DSDS にて使用の場合、microSD は使用できま 

せん。 

*7: 電波法により、5GHz は屋内使用に限ります。 

 

 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 成田、立石 ☎ 03-6703-6250 pr@nttr.co.jp 

mailto:pr@nttr.co.jp

