
 

 

 

お知らせ 2018 年 2 月 23 日 

NTT レゾナント株式会社 

 

“真のDSDS“対応スマホ「gooのスマホ g08」を販売開始 

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

 

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、「g08(グーマルハチ)」を、本日

より発売記念特価 6,800 円(税抜)(*1)で販売開始します。 

「g08」は「goo のスマホ」シリーズ最高クラスの反響があった前作「g07」シリーズへの改善要望

を盛り込んだ製品で、DSDS(*2) 対応しつつ SD スロットを別搭載した、”真の DSDS”スマホです。 

また、「g08」発売を記念して、「g08 新発売記念割引キャンペーン」を実施します。NTT コムスト

ア by gooSimseller 本店にて「g08」を最大 5,000 円相当お得に、実質 1,800 円で購入することが可

能です。先着 908 名が対象となります。また、現在お使いのスマホを下取りに出すと、お得に「g08」

を購入できる「g08 買替(超)アシストキャンペーン」も実施します。iPhone を下取りに出すと実質無

料(*3)、Android スマホを下取りに出すと実質半額(*4)で「g08」を購入することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 「g08」について 

(1) 開発の背景 

前作「g07」シリーズでは 3 キャリアの SIM が使える DSDS 機能と、手軽に購入できる価格帯が評

価され、シリーズ最高クラスの反響がありました。今回はさらに、ユーザーからの「SIM カードを 2

枚挿しつつ、SD カードも使いたい」というご要望を実現するため、「g08」の開発を行いました。ま

た、女性ユーザーからご要望が多かった「持ちやすいサイズ感」「セルフィー含めた高画質なカメラ

機能」もあわせて実現しています。 

 

 

 

 



 

(2) 端末スペック 

・SD カードと SIM2 枚を同時に使える！デュアル SIM/デュアルスタンバイ(DSDS)機能 

LTE と 3G(WCDMA)の同時待受を可能にする「デュアル SIM/デュアルスタンバイ(DSDS)」に対

応。お手持ちの 2 枚の SIM カードを本機「g08」の 1 台で同時に待受する事が可能になります。

この機能を使えば、例えば、インターネット通信は月額料金の安いデータ専用 SIM を使用し、通

話ではお手持ちのキャリアなどの SIM カードを使用し通話する、といった組み合わせも可能にな

ります。(*5)(*6) 

 

・持ちやすいサイズ感 

5.7 インチ縦横比 18:9 の HD+ディスプレイを搭載。一般的な縦横比 16:9 の画面比率に比べる

と、5.7 インチと大画面ながら、スリムボディで、持ちやすいサイズ感です。縦長のディスプレ

イでブラウジングも、Android 7.0 からのマルチウィンドウ機能も更に使いやすくなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・超広角＆高画質なセルフィー 

2000 万画素+800 万画素のデュアルレンズインカメラのほかに、セルフィーフラッシュを搭載

し、自然で美しいセルフィーが可能。高画質に自動で調整できるオート HDR 機能により、常に美

しい画質が大画面で再現できます。また、オートグループセルフィー機能を搭載しており、120

度の超広角セルフィーカメラで、グループショットも背景と一緒に広々と撮影。大人数でのセル

フィーでもしっかりと背景を入れて撮影ができます。 

 

・暗い場所でも鮮明な撮影が可能 

アウトカメラも 1600 万画素＆ハイクオリティセンサー搭載で、大切な瞬間を目で見たそのまま

のような鮮明な画像で記録することができます。5 層構造の F2.0 レンズを搭載しており、暗い・

明暗差があるシーンでも細部まで鮮明な写真撮影が可能です。また、自動シーン検出により、あ

らゆる場面で細やかなディテールを自動で再現します。 

 

・特殊なエフェクト機能 

背景のぼけ味が織りなす芸術的なポートレイトを実現する背景ぼかし機能や、ライブフィルター

機能、フェイスビューティー機能があります。 

 



・高速で快適な操作性 

パワフルなオクタコアプロセッサ採用による快適な操作性を提供。64GB ROM と 4GB RAM 実装

の高いマルチタスク性能により、負荷の大きい作業も楽々こなせます。 

 

端末名 g08(グーマルハチ) 

カラー 

ブラック 

チェリー・レッド 

ゴールド 

ディープ・ブリーン (ブルーとグリーンの中間色イメージ） 

OS Android 7.1 Nougat 

CPU MSM 8937/Qualcomm®Snapdragon™430, オクタコア 1.4GHz x4, 1.1GHz x4 

ROM／RAM 64GB/4GB 

外部メモリ microSD カード /最大 128GB 

サイズ 約 152.3×72.8×8.3mm 

重量 約 162g 

ディスプレイ 5.７インチ、 1440×720 pixels、282ppi、IPS 液晶、フルビジョン 

カメラ 
アウトカメラ 1600 万画素 

インカメラ 2000 万+800 万画素(ワイド&セルフィー・フラッシュ) 

バッテリー容量 3,000mAh 

ネットワーク 

■LTE：  

FDD: B1(2100) / B3(1800) / B5(800) / B7(2600) / B8(900) / B18(800) / 

B19(800) / B20(800) / B26(800) / B28B(700) 

TDD: B38(2600) / B41(2500) 

■W-CDMA： 

B1(2100) / B2(1900) / B5(800) / B6(800) / B8(900) 

■GSM： 

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 

SIM スロット nano SIM x 2 (DSDS 対応)  

WiFi IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) 

Bluetooth Bluetooth 4.2 

センサー 
A-GPS/GPS、G センサー(加速度)、近接センサー、環境光センサー、 

電子コンパス、ジャイロスコープ 



その他 
指紋認証、ワイドセルフィー、セルフィー・フラッシュ、2SIM + SD カード同

時利用可能な 3 スロット搭載、3 キャリア VoLTE 対応(*7) 

 

(3) 販売開始日 

2018 年 2 月 23 日(金) 10:00 

 

(4) 価格 

 ■らくらくセットの場合 

・一括払い：発売記念特価 6,800 円(税抜)（2018 年 3 月 26 日 9:59 まで） 

2018 年 3 月 26 日 10 時以降は 16,800 円（税抜）となります。 

 ・分割払い：800 円(税抜)/月×24 回(2018 年 3 月 26 日 10 時以降受付開始) 

※らくらくセットは OCN モバイル ONE 音声対応 SIM とセットでの販売となります。 

※一括払いおよび分割払い共に、別途契約事務手数料 3,000 円(税抜)がかかります。 

 

■通常セットの場合 

・25,800 円(税抜) 

※通常セットはデータ専用 SIM、音声対応 SIM よりお選びいただけます。また、SIM パッケージ到着後、お好きなタイミングでご利用開始いただ 

けます。 

※SIM カード初期費用 3,000 円(税抜)を含みます。 

※通常セットでは分割払いは対応しておりません。 

 

(5)発売記念キャンペーン 

 「g08」の発売を記念して、お得な「g08 新発売記念割引キャンペーン」(台数限定）と「g08 買替

(超)アシストキャンペーン」(期間限定）の 2 種類を用意しています。さらに、先着 100 名に限り、

この 2 つのキャンペーンを同時に適用、さらにお得にご購入することが可能です。 

※上記 100 名の方以外、2 種類のキャンペーンの併用は不可です。 

 

   ■キャンペーン①：「g08 新発売記念割引キャンペーン」(台数限定） 

 「g08」発売を記念して、「g08 新発売記念割引キャンペーン」を実施します。NTT コムストア 

by gooSimseller 本店にて「g08」を最大 5,000 円相当お得に購入することが可能です。 

台数：先着各 908 名が対象 

キャンペーンページ：https://point.goo.ne.jp/j/ssc/staticContents/show/cp_151  

 

・らくらくセットの場合 

先着 908 名に限り、端末価格を 3,000 円引き(6,800 円(税抜)が 3,800 円(税抜))となります。ま

た、「goo ポイント」サイトにてキャンペーンエントリーいただき、1 年以上 OCN モバイル 

https://point.goo.ne.jp/j/ssc/staticContents/show/cp_151


ONE 音声対応 SIM のご契約が確認できた場合、後日 2,000 円相当の goo ポイントを付与しま

す。 

※本キャンペーンはらくらくセット一括払いの方限定です。 

※「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。 

 

・通常セットの場合 

先着 908 名に限り、通常セットご購入及び OCN モバイル ONE 開通後、「goo ポイント」サイト

にてキャンペーンエントリーし、1 年以上利用すると 5,000 円相当の goo ポイントを付与しま

す。 

※「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。 

 

   ■キャンペーン②：「g08 買替(超)アシストキャンペーン」(期間限定） 

古くなったスマートフォンを手間なく下取り、お得に「g08」に機種変更することができます。手

元にある iPhone を下取りに出すと実質無料、Android スマホを下取りに出すと実質半額で

「g08」を購入することが可能です。 

期間：2018 年 3 月 26 日 9:59 まで 

キャンペーンページ：https://simseller.goo.ne.jp/ext/lp/g08assist.html 

 

＜キャンペーンの流れ＞ 

①スマホ買取アシスト対象「g08」をらくらくセットで購入。 

 1,000 円 OFF の端末価格 5,800 円(契約事務手数料込みで 8,800 円(税抜))で商品発送。 

②「g08」に同梱してお届けする「買替キット」に不要なお手元のスマホを入れて当社指定箇所へ

発送。 

③当社買取条件(*8)を満たす場合、買取金額で買取成立。 

   iPhone の場合、8,800 円で買取が成立し、「g08」の購入金額が実質無料となります。 

 Android スマホの場合、3,900 円で買取が成立し、「g08」の購入金額が実質半額となりま

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) 

https://simseller.goo.ne.jp/ext/lp/g08assist.html


   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 

 

(7) 販売方法 

「NTT コムストア by gooSimseller 本店」 

URL：http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set/goospz_g08.html 

「NTT コムストア by gooSimseller  楽天市場店」 

URL：https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/g08simset/  

「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/g08simset.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  

「SIM 通」 

URL：https://sim2.goo.ne.jp/campaign/lp_2018004  

 

ビックカメラ、コジマ、ソフマップ、ヨドバシの一部店舗、オンラインサイトでも 2018 年 2 月

下旬より発売開始予定です。 

 

 

 

【補足】 

(*1)らくらくセット一括払いにおける端末価格となります。別途 OCN モバイル ONE の契約事務手数料 3,000 円(税抜)がかかりま

す。なお 2018 年 3 月 26 日 9:59 までのご購入に限ります。 

(*2) デュアル SIM デュアルスタンバイ対応。 

(*3) 購入時の「1,000 円」割引と買取が成立した場合の「8,800 円」の合算が「g08」購入金額 9,800 円（税抜）（契約事務手数料

込）と同額となり、実質無料となります。別途 OCN モバイル ONE の月額基本料や通話料、SMS 送信料、SIM カード手配料、ユニ

バーサルサービス料等が発生します。 

(*4) 購入時の「1,000 円」割引と買取が成立した場合の「3,900 円」の合算が「g08」購入金額 9,800 円（税抜）（契約事務手数料

込）の半額となり、実質半額となります。別途 OCN モバイル ONE の月額基本料や通話料、SMS 送信料、SIM カード手配料、ユニ

バーサルサービス料等が発生します。 

(*5) CDMA2000 には対応していません。データ通信専用 SIM を 2 枚入れることは可能ですが、同時利用はできません。データ通信を

利用するスロットを選択する必要があります。 

(*6) デュアル SIM と SD スロット別搭載で、2 つの SIM と SD スロット同時使用が可能です。 

(*7) メーカー（ウイコウ・ジャパン）調べ。 

(*8) 買取条件の詳細はキャンペーンページに記載しています。https://simseller.goo.ne.jp/ext/lp/g08assist.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、前西 ☎ 03-6703-6250 pr@nttr.co.jp 

http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set/goospz_g08.html
https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/g08simset/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/goo-simseller/g08simset.html
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2VPLZRE8AE6G0
https://sim2.goo.ne.jp/campaign/lp_2018004
https://simseller.goo.ne.jp/ext/lp/g08assist.html
mailto:pr@nttr.co.jp

