
 

 

 

お知らせ  2020 年 2 月 28 日   

  NTT レゾナント株式会社 

 

世界最軽量(*1)と 4倍速(*2)ディスプレイを実現！ 

「AQUOS zero2 SH-M13」を 59,800円で販売開始 

 
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：

楠木 健、以下 NTT レゾナント)は、「goo Simseller」において、世界最軽量(*1)スマートフォン

「AQUOS zero2 SH-M13」を 2020 年 3 月 13 日(金)11:00 より販売開始します。 

さらに、販売開始を記念して、2020 年 3 月 13 日(金)11:00 から 2020 年 4 月 1 日(水) 11: 00 の

期間限定で特価販売します。 

 

 

【販売概要】 

1. 販売開始日 2020 年 3 月 13 日(金) 11:00 

2. 特価期間 2020 年 3 月 13 日(金) 11:00 ～ 2020 年 4 月 1 日(水) 11: 00 

3. 対象商品 AQUOS zero2 SH-M13(*3)(*4) (*5)(*6)  

4. 価格 

(1) 通常価格 72,700 円(税抜) 

① 他社からの乗り換え時(MNP)(*8)  67,700 円(税抜) 

 

 

 

 

http://www.goo.ne.jp/


(2) 記念特価 67,800 円(税抜) 

① 対象オプション(*7)同時加入時 64,800 円(税抜) 

② 他社からの乗り換え時(MNP)(*8) 62,800 円(税抜) 

③ 上記併用時 59,800 円(税抜) 

 

5. 端末スペック  

カラー アストロブラック 

サイズ 高さ 約 158mm × 幅 約 74mm × 厚さ 約 8.8mm 

質量 約 141ｇ 

OS AndroidTM 10 

CPU 
Qualcomm® SnapdragonTM 855 

2.8GHz＋1.7GHz オクタコア 

ディスプレイ 約 6.4 インチ 有機 EL フル HD＋(2,340 × 1,080 ドット)  

電池容量 3,130mAh（内蔵） 

連続利

用時間 

通話時間 VoLTE：約 2,170 分 / 3G：約 1,900 分 / GSM：約 870 分 

待受時間

(静止時) 
LTE：約 550 時間 / 3G：約 615 時間 / GSM：約 530 時間 

メモリ ROM 256GB(UFS 3.0) / RAM 8GB 

充電時間 約 160 分(SH-AC05(別売)使用時)  

カメラ 

アウト 

カメラ 

【標準】有効画素数 約 1,220 万画素 CMOS 裏面照射積層型 

【広角】有効画素数 約 2,010 万画素 CMOS 裏面照射積層型 

イン 

カメラ 
有効画素数 約 800 万画素 CMOS 裏面照射型 

カメラ 

機能 
ハイスピード AF(標準カメラ)、光学式手ブレ補正(標準カメラ）、AI オート 

対応 

バンド 

4G 

FDD :Band1/Band2/Band3/Band4/Band5/Band7/Band8/Band11/Band1

2/Band13/Band17/Band18/Band19/Band20/Band28 

TDD：Band38/Band39/Band41/Band42 

3G Band1/Band2/Band4/Band5/Band6/Band8/Band19 

GSM 850/900/1800/1900MHz 

Wi-Fi 

(対応通信規格)  
IEEE802.11a/b/g/n/ac 



Bluetooth 5.0 

テザリング Wi-Fi 10 台 / Bluetooth 4 台 / USB 1 台 

生体認証 顔認証／指紋認証(画面内)  

センサー 
GPS(GPS、GLONASS、BeiDou、GALILEO、QZSS(みちびき)対応) 

(DualbandGPS(L1+L5※1))/加速度/地磁気/ジャイロ/近接/照度 

ワンセグ/フルセグ - / - 

Felica/NFC ○ / ○ 

外部デバイス端子 USB Type-CTM 

防水・防塵 防水(IPX5/8)(お風呂対応※2)・防塵(IP6X) 

急速充電 USB Power Delivery 

その他特長 
ハイレゾ※3、Dolby VisionTM・Dolby Atmos®※4※5＆ステレオスピーカー、 

かんたんモード、パラレル充電、伝言メモ(簡易留守録)、エモパー10.1 

OS 

バージョンアップ 
発売日から 2 年間最大 2 回実施 

SIM カードサイズ、

スロット数 
nanoSIM×2(DSDV 対応) 

同梱品 
保証書/スタートアップガイド/3.5 ㎜イヤホン変換アダプタ/ 

SIM 取り出しツール(試供品)  

 

※1 従来の L1 に L5 を加え、高層ビルや立体高架の近くでも高い精度を実現。 

※2 IPX5/IPX8 の防水性能。ご使用の際は、キャップ類は確実に取り付けてください。 

  温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。長時間の持ち込みはしないで下さい。アルコール・

せっけん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。熱湯をかけたり浸けたりしな

いでください。耐熱設計ではありません。 

※3 ハイレゾ音源を楽しむには、ハイレゾ対応のイヤホン・ヘッドホン(別売)やスピーカー(別売)が必要です。 

※4 ドルビービジョン・ドルビーアトモスの視聴にはドルビービジョン・ドルビーアトモス対応コンテンツが必要で

す。 

※5 ドルビーアトモスを有効にすると、ドルビーアトモス対応コンテンツ以外のメディア音などにもオーディオエフェ

クトがかかるようになります(ただし、本端末で再生可能なハイレゾ音源は除きます)。 

※ AC アダプターは同梱されておりません。 シャープ製 AC アダプター(SH-AC05)の購入をご希望される方は、 

シャープデータ通信サポートセンター(下記)までお問合せください。 

電話：050-5846-5418(電話受付時間 10：00～17:00(12/31、1/1 を除く毎日))  

 

6. 販売方法 

「goo Simseller 本店」 

URL：https://simseller.goo.ne.jp/ 

 

「goo Simseller  楽天市場店」 

URL：https://www.rakuten.ne.jp/gold/goosimseller/ 

 

「goo Simseller  PayPay モール店」 

URL： https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/goo-simseller/top/ 

https://simseller.goo.ne.jp/
https://www.rakuten.ne.jp/gold/goosimseller/
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/goo-simseller/top/


 

7. 通信サービス 

「OCN モバイル ONE」(https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one.html) 

音声対応 SIM ：月額 980 円(税抜)～ 

※「OCN モバイル ONE」 1GB/月コース、OCN 光モバイル割適用の場合。その他、用途に合わせて選べるさまざま

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 

 

【補足】 

(*1) 画面サイズ 6 インチ以上で、電池容量が 3,000mAh を超える(公称値)防水(IPX5 以上)対応のスマートフォンにお

いて(2019 年度モデルの AQUOS zero2 も同様)世界最軽量約 141g(2020 年 1 月 20 日現在、シャープ株式会社調

べ)。 

（*2）スマートフォンのディスプレイにおいて、ハイレスポンスモードを ON にすることにより毎秒 120 回の表示更新に

連動して間に黒画面を挿入し、OFF 時(毎秒 60 回表示状態が変化)の 4 倍の毎秒 240 回の表示状態の変化を実現。

アプリ側の仕様により、4 倍速（240Hz）表示にならない場合があります。 

(*3) 対象商品はすべて端末と SIM がセットで届くスマホセットです。お申し込みは「音声対応 SIM」のみとなります。 

(*4) 別途、初回請求時に SIM カード初期手数料 3,000 円(税抜)と SIM カード手配料 394 円(税抜)がかかります。 

(*5) 端末にセットされている「OCN モバイル ONE」は、利用申込後、端末代とは別に NTT コミュニケーションズ株式

会社より料金が請求されます。 

(*6)「音声対応 SIM」は月額料金が発生します。詳細は以下の URL を参照ください。

https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/voice/charge.html 

(*7) 対象オプションは「あんしんモバイルパック」となります。 

   https://www.ntt.com/personal/services/option/security/mbp/lp/amp.html 

(*8) 他社からの乗り換え時(MNP)は「goo Simseller 本店」のみの提供となります。 

 

※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 綱井、前西 ☎ 03-6703-6250 pr@nttr.co.jp 

https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one.html
https://www.ntt.com/about-us/cs/univ.html
https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/voice/charge.html
https://www.ntt.com/personal/services/option/security/mbp/lp/amp.html
mailto:pr@nttr.co.jp

