
 

 
 

 
お知らせ 2020年 5月 14日 

NTTレゾナント株式会社 
エンタテインメント機能を強化したスマートフォン！ 
「moto g8」「moto g8 power」を販売開始 

 
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、2020年 5月 14日(木)11:00から
洗練された飽きのこないデザインとカメラなどのエンタテインメント機能を強化した「moto g8」
「moto g8 power」の販売を開始します。 

さらに、販売開始を記念して、2020年 5月 14日(木)11:00から 2020年 6月 1日(月) 11:00の期
間限定で特価販売します。  

 
左：moto g8 右：moto g8 power 

【販売概要】  
1. 販売開始日 2020年 5月 14日(木) 

2. 特価期間 2020年 5月 14日(木)11:00 ～ 2020年 6月１日(月)11:00 

3. 対象商品 moto g8 ・moto g8 power (*1)(*2) (*3)(*4) 

4. 価格 

【moto g8】 

(1) 通常価格 14,700円(税抜) 

① 対象オプション(*5)同時加入時 13,700円(税抜) 

② 他社からの乗り換え時(MNP)(*6)  9,700円(税抜) 

③ 上記併用時 8,700円(税抜) 

(2) 記念特価 8,800円(税抜) 

① 対象オプション(*5)同時加入時 7,800円(税抜) 

② 他社からの乗り換え時(MNP)(*6)  3,800円(税抜) 

③ 上記併用時 2,800円(税抜) 



【moto g8 power】 

(1) 通常価格 20,100円(税抜) 

① 対象オプション(*5)同時加入時 19,100円(税抜) 

② 他社からの乗り換え時(MNP)(*6) 15,100円(税抜) 

③ 上記併用時 14,100円(税抜) 

(2) 記念特価 13,800円(税抜) 

① 対象オプション(*5)同時加入時 12,800円(税抜) 

② 他社からの乗り換え時(MNP)(*6) 8,800円(税抜) 

③ 上記併用時 7,800円(税抜) 

 

5. 端末スペック 

メーカー名：モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社 

【moto g8】 

型番 PAJG0000JP PAJG0001JP 
本体カラー ノイエブルー ホログラムホワイト 
JAN コード 4582239431726  4582239431733  
プラットフォーム Android™10.0 ※1 

プロセッサー 
Qualcomm® Snapdragon™ 665 

2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4   オクタコア CPU 
Adreno 610 

ディスプレイ 6.4 インチ、 1,560 x720 (HD+, 268ppi) 液晶 
メインメモリ ※2 4GB 
内部ストレージ ※3 ※4 64GB 
外部メディア規格 microSD 
外部メディア最大容量 512GB 

ネットワーク 

2G 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz 
3G B1 / B2 / B4 / B5 / B8 / B19(B6含む) 
4G B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / 

B26 / B28 / B38 / B40 / B41  

通信機能 

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) 
Bluetooth® Bluetooth® 5.0 
NFC - 
テザリング ○ 

SIM 
タイプ nanoSIM 
スロット数 2(DSDV;デュアル SIM デュアル VoLTE)、DSDV にて使用の場合、

microSD は使用できません ※5 

カメラ 
アウトカメラ 1,600万画素(メイン、f/1.8)+200万画素(マクロ)+800万画素

(広角動画 118°)、 
TOF カメラ、8倍デジタルズーム、LED フラッシュ 



インカメラ 800万画素(f/2.0、ディスプレイフラッシュ) 
動画録画 フル HD(30fps)、8倍デジタルズーム 
インタフェース USB TYPE-C、イヤホンマイクジャック、microSD スロット 

センサー 
指紋認証、加速度計、ジャイロスコープ、近接センサー、 

環境照度センサー 
FM ラジオ ○ 

Moto ディス
プレイ 

持ち上げると通知表示 ○ 
親切ディスプレイ ○ 
ピークディスプレイ ○ 

Moto アク
ション 

カメラ起動 ○ 
LED ライト点灯 ○ 
ワンボタンナビ - 
片手操作切換 ○ 
持ち上げて着信音停止 ○ 
伏せて置いて無音化 ○ 
メディアコントロール ○ 
3本指でスクリーンショット ○ 
スクリーンショットエディター ○ 

バッテリー 4,000mAh ※6 
充電器 10W 充電器同梱 
サイズ 高さ約 161.3mm x 幅約 75.8mm x 厚さ約 8.95mm(最薄部)  
質量 約 188g 
保証期間 購入日より 12 ヶ月間の日本国内保証 ※7 

付属品 USB充電器、USB ケーブル、ヘッドセット、カバー、SIM取り出しピン 
 
 
【moto g8 power】 

型番 PAHF0002JP PAHF0017JP 
本体カラー スモークブラック カプリブルー 
JAN コード 4582239431740  4582239431757  
プラットフォーム Android™10.0 ※1 

プロセッサー 
Qualcomm® Snapdragon™ 665 

2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4   オクタコア CPU 
Adreno 610 

ディスプレイ 6.36 インチ、 2,300 x1,080 (フル HD+, 399ppi) IPS液晶 
メインメモリ ※2 4GB 
内部ストレージ ※3 ※4 64GB 
外部メディア規格 microSD 
外部メディア最大容量 512GB 

ネットワーク 
2G 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz 
3G B1 / B2 / B4 / B5 / B8 / B19(B6含む) 



4G 
B1 / B2 / B3  / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / 

B26 / B28 / B38 / B40 / B41  

通信機能 

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) 
Bluetooth® Bluetooth® 5.0 
NFC - 
テザリング ○ 

SIM 
タイプ nanoSIM 

スロット数 
2(DSDV;デュアル SIM デュアル VoLTE)、 

DSDV にて使用の場合、microSDは使用できません ※5 

カメラ 
アウトカメラ 

1,600万画素(メイン、f/1.8)+200万画素(マクロ) 
+800万画素(広角動画 118°) 

+800万画素(光学ズーム)、8倍デジタルズーム、LED フラッシュ 
インカメラ 1,600万画素(f/2.0、ディスプレイフラッシュ) 

動画録画 フル HD(30fps)、8倍デジタルズーム 
インタフェース USB TYPE-C、イヤホンマイクジャック、microSD スロット 

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、 

環境照度センサー 
FM ラジオ ○ 

Moto ディスプレイ 
近づくと通知表示 ○ 
親切ディスプレイ ○ 
ピークディスプレイ ○ 

Moto アクション 

カメラ起動 ○ 
LED ライト点灯 ○ 
ワンボタンナビ - 
片手操作切換 ○ 
持ち上げて着信音停止 ○ 
伏せて置いて無音化 ○ 
メディアコントロール ○ 
3本指でスクリーンショット ○ 
スクリーンショットエディター ○ 

バッテリー 5,000mAh ※6 
充電器 18W ターボパワー充電器同梱 
サイズ 高さ約 158.0mm x 幅約 75.9mm x 厚さ約 9.6mm(最薄部)  
質量 約 197g 
保証期間 購入日より 12 ヶ月間の日本国内保証 ※7 

付属品 
USB充電器、USB ケーブル、ヘッドセット、カバー、 

SIM取り出しピン 

※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。メッセージの指示に従い、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。 

※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  両者 LTEサポート 
※ 6  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。 
※ 7  モトローラまたは、モトローラ製品の認定リセラーもしくは販売代理店から購入した新品及び同梱の付属品の

みを適用対象と致します。国内限定保証となります。 
 
6. 販売方法 

【moto g8】 

「goo Simseller 本店」 
URL：https://simseller.goo.ne.jp/category/ANDROID/NEWZRS000000000MOTOG800.html 

 
「goo Simseller  楽天市場店」 
URL：https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/newzrs000000000motog800/ 

 
「goo Simseller  PayPayモール店」 
URL： https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/goo-simseller/item/newzrs000000000motog800/ 
 

【moto g8 power】 

「goo Simseller 本店」 
URL：https://simseller.goo.ne.jp/category/ANDROID/NEWZRS0000MOTOG8POWER00.html 
 

「goo Simseller  楽天市場店」 
URL：https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/newzrs0000motog8power00/ 
 

「goo Simseller  PayPayモール店」 
URL： https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/goo-simseller/item/newzrs0000motog8power00/ 

 
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) 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。 
(*2) 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。 
(*3) 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。 
(*4)「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 
(*5) 対象オプションは「ノートン モバイルセキュリティ」となります。 
   https://www.ntt.com/personal/services/option/security/nms.html 
(*6) 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 
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