
 

 

 

お知らせ 2018 年 10 月 2 日 

NTT レゾナント株式会社 

 

当社限定カラー「レッド」を含む 3色の 

「HUAWEI nova 3」を gooSimsellerで販売開始 

レッドをお得に買える「赤得」キャンペーンも開催！ 

https://simseller.goo.ne.jp/ext/lp/nova3.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、2018 年 10 月 3 日(水)11:00 か

ら、gooSimseller 限定カラーであるレッドを含む 3 色の「HUAWEI nova 3」を販売受付開始します。

通信料のお得な SIM「OCN モバイル ONE」とセットで、販売開始記念価格 27,600 円(税抜)にて販売

します。 

また、販売開始記念価格からさらに最大 1 万円値引きとなる「赤得」キャンペーンを開催。

「HUAWEI nova 3」の gooSimseller 限定カラーであるレッドの購入者で、お客様氏名のアルファベ

ット表記に「AKA」の文字列が含まれている方全員に、「AKA」の数×2,000 円値引きの適用でさらに

お得に購入することができます。 

 

 

                        

【販売概要】 

1. 受付開始日時 

 2018 年 10 月 3 日(水)11:00 予定 

2. 端末スペック 

 

 

 

 

https://simseller.goo.ne.jp/ext/lp/nova3.html


(1) 4つのレンズ搭載 24 メガピクセル AI カメラ 

インカメラは、セルフィー撮影の幅がグッと広がる約 2400 万画素＋約 200 万画素の AI 搭載ダ

ブルレンズ。AI カメラが 8 種類のシーンを識別し、ベストな撮影方法を自動で設定します。アウト

カメラは、約 2400 万画素のモノクロセンサー＋約 1600 万画素のカラーセンサーで構成される AI

搭載ダブルレンズ。AI が 22 種類のシーンや被写体を自動判別、ベストな撮影方法を自動で設定し

ます。 

 (2) 快適な使い心地をサポートする、ハイエンドモデルのパフォーマンス 

ハイエンドモデルに搭載されている SoC チップセット HUAWEI Kirin 970 を装備。チップセッ

トに組み込まれた NPU が AI オプティマイゼーションを可能にしシステムの動作やオペレーション

のスムーズさの向上を実現。 

本体カラー レッド / アイリスパープル / ブラック 

サイズ 約 157.0mm(H) x 約 73.7mm(W) x 約 7.3mm(D) 

重量 約 166ｇ 

対応 OS Android 8.1/EMUI 8.2 

CPU 
HUAWEI Kirin 970 オクタコア CPU（4 x 2.36GHz A73 + 4 x 1.8GHz 

A53） 

メモリ 4GB RAM/128GB ROM/microSD スロット（最大 256GB） 

バッテリー 3750nAh（一体型）急速充電対応 9V/2A 

ディスプレイ 約 6.3 インチ FHD＋（2340ｘ1080 ドット）TFT 

カメラ 

アウトカメラ（ダブルレンズ）：約 1600 万画素カラーセンサー＋約 2400 万

画素モノクロセンサー 

インカメラ（ダブルレンズ）：約 2400 万画素＋約 200 万画素 

コネクティビティ 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz） 

Bluetooth 4.2 with BLE (aptX,aptX HD,HWA 対応） 

USB 2.0 Type-C 

nanoSIM x 2 

測位方式 GPS/AGPS/Glonass 

センサー 指紋認証、コンパス、環境光、加速度、近接、ジャイロ 

テザリング あり 

通信方式（*1） 

FDD LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28 

TDD LTE: B38/40/41 

キャリアアグリゲーション対応、auVoLTE 対応予定(ソフトウェア更新による) 



WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 

GSM: 850/900/1800/1900MHz 

本体付属品 
イヤホンマイク/保護ケース/AC アダプタ/USB ケーブル/クイックスタートガ

イド 

 

3. 価格 

(1) らくらくセットの場合 

・販売開始記念価格：27,600 円(税抜) (2018 年 10 月 30 日 11:00 まで) 

※キャンペーン期間以降は、通常価格 34,800 円(税抜)となります。 

※別途、初回請求時に契約事務手数料 3,000 円(税抜)がかかります。 

※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。 

(2) 通常セットの場合 

・42,800 円(税抜) 

※SIM カード初期費用 3,000 円(税抜)を含みます。 

※通常セットは音声対応、データ通信専用、SMS 対応 SIM から選択できます。 

 

4. 「赤得」キャンペーン 

 

 

「HUAWEI nova 3」の gooSimseller 限定カラーであるレッドの購入者で、お客様氏名のアルファベ

ット表記に「AKA」の文字列が含まれている方全員に、「AKA」の数×2,000 円を販売開始記念価格で

ある 27,600 円(税抜)から値引きします。 

 

【値引き詳細】 

例） 西田 和彦 → NISHIDA KAZUHIKO   ⇒ 「AKA」１つ 2,000 円値引き 

例） 田中 さやか → TANAKA SAYAKA     ⇒ 「AKA」2 つ 4,000 円値引き 

例） 坂上 崇 → SAKAKAMI TAKASHI        ⇒ 「AKA」3 つ 6,000 円値引き 



例） 赤坂 一隆 → AKASAKA KAZUTAKA    ⇒ 「AKA」4 つ 8,000 円値引き 

例） 高坂 夏々佳 → TAKASAKA KAKAKA     ⇒ 「AKA」5 つ以上 10,000 円値引き 

※名前はイメージであり、実在する人物とは関係ありません 

 

さらに、Twitter の gooSimseller アカウント（@goosimseller）をフォロー＆ハッシュタグ 「#赤

得」をつけて投稿した方に、抽選で 3 名様に「HUAWEI nova 3」の gooSimseller 限定カラーであるレ

ッドを 1 台プレゼントします 

「赤得」キャンペーンの詳細はこちら：https://simseller.goo.ne.jp/ext/lp/nova3.html 

 

※購入状況(購入時の申込情報)によっては、当社判断により当キャンペーンの適用対象外、もしく

は当キャンペーンによる値引き額が変更となる場合があります。 

 

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： https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set/nova3.html 

※10 月 3 日受付開始 

 

「NTT コムストア by gooSimseller  楽天市場店」 

URL： https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/rakuten-nova3-rs 

※10 月 4 日受付開始予定（上記リンク公開も 10 月 4 日を予定しています） 

※らくらくセットでの販売となります。（赤得キャンペーン対象ではありません。） 

 

「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/nova3simset 

※10 月 4 日受付開始予定（上記リンク公開も 10 月 4 日を予定しています） 

※通常セットでの販売となります。 

 

「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 

※10 月 4 日受付開始予定 

※通常セットでの販売となります。 

 

6. 通信サービス 

「OCN モバイル ONE」(https://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。 

https://simseller.goo.ne.jp/ext/lp/nova3.html
https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set/nova3.html
https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/rakuten-nova3-rs
https://store.shopping.yahoo.co.jp/goo-simseller/nova3simset
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2VPLZRE8AE6G0
https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one.html


（1）データ通信専用 SIM 

 月額利用料：月額 900 円(税抜)～ 

（2）SMS対応 SIM 

 月額利用料：月額 1,020 円(税抜)～ 

（3）音声対応 SIM 

 月額利用料：月額 1,600 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。 

※ユニバーサルサービス料が別途かかります。詳細はこちらをご確認ください。

https://www.ntt.com/about-us/cs/univ.html 

※端末にセットされている OCN モバイル ONE 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。 
 

【補足】 

(*1) 本端末は FOMA SIM カード（3G 通信のみの SIM）には対応していません。 

 

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 

https://www.ntt.com/about-us/cs/univ.html
mailto:pr@nttr.co.jp

