
                                                                                                          

お知らせ 2021 年 10 月 19 日 

NTT レゾナント株式会社 

モトローラ史上最薄・最軽量「motorola edge 20」と 

1 億 800 万画素カメラシステム搭載「motorola edge 20 fusion」を 

10 月 22 日（金）より販売開始！ 

https://simseller.goo.ne.jp/topics_detail.html?info_id=264 

 

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、ス

マートフォンなどを扱う「goo Simseller」において、モトローラ史上最薄・最軽量の「motorola edge 

20」と 1 億 800 万画素カメラシステムを搭載した「motorola edge 20 fusion」を、「OCN モバイル 

ONE」とのセットで 2021 年 10 月 22 日（金）から販売開始します。 

 

左：motorola edge 20、右： motorola edge 20 fusion  

【販売概要】 

1. 販売開始 2021 年 10 月 22 日(金) 11:00 

2. 対象商品 motorola edge 20 、motorola edge 20 fusion (*1) 

3. 価格 

【motorola edge 20】 

(1) 通常価格 33,192 円(税込) 

(2) 対象オプション(*2)同時加入時 30,992 円(税込) 

(3) 他社からの乗り換え時(MNP)  18,892 円(税込) 

(4) (2)(3)同時割引時 16,692 円(税込) 

 

【motorola edge 20 fusion】 

(1) 通常価格 25,569 円(税込) 

https://simseller.goo.ne.jp/topics_detail.html?info_id=264


(2) 対象オプション(*2)同時加入時 23,369 円(税込) 

(3) 他社からの乗り換え時(MNP)  11,269 円(税込) 

(4) (2)(3)同時割引時 9,069 円(税込) 

詳細はこちら：https://simseller.goo.ne.jp/topics_detail.html?info_id=264 

4. 販売店舗  

 goo Simseller 本店：https://simseller.goo.ne.jp/ 

 goo Simseller 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/goosimseller/ 

 goo Simseller PayPay モール店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/goo-simseller/top/ 

5. 端末スペック 

【motorola edge 20】 

機種名 motorola edge 20 

型番 PAR00030JP 

カラー フロストオニキス 

サイズ  

(高さ x 幅 x 厚さ) 
約 163mm x 約 76mm x 約 6.99mm（最薄部） 

質量 約 163g 

OS Android™ 11 

CPU 
Qualcomm® Snapdragon™ 778G 

オクタコア 

メモリ 
RAM：6GB 

ROM：128GB 

外部メモリ - 

ディスプレイ 

6.7 インチ 

2,400 x 1,080 (FHD+) 

pOLED 

バッテリー 4,000mAh 

コネクタ USB Type-C 

アウトカメラ 10,800 万画素 + 超広角 1,600 万画素 + 望遠 800 万画素 

インカメラ 3,200 万画素 

Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 

Bluetooth® Bluetooth® 5.2 

NFC 対応 

Felica - 

SIM nanoSIM/nanoSIM (DSDS 対応) ※ 

通信方式 
5G：n1/3/5/7/8/28/38/41/66/77/78 

LTE：B1/2/3/4/5/7/8/12/18/19/20/26/28/32/34/38/39/ 

https://simseller.goo.ne.jp/topics_detail.html?info_id=264
https://simseller.goo.ne.jp/
https://www.rakuten.ne.jp/gold/goosimseller/
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/goo-simseller/top/


40/41/42/43/66 

3G：B1/2/4/5/8 

GSM：850/ 900/1,800/1,900MHz 

生体認証 指紋認証/顔認証 

防水/防塵 IP52 

本体付属品 

Turbo Power 30W チャージャー/USB Type-C ケーブル/ヘッドセット

/3.5mm-Type-C 変換ケーブル/カバー/SIM 取り出しピン/ガイド類/ 

LG (法令/安全/規制) 

※両者 5G または LTE サポート。 

【motorola edge 20 fusion】  

機種名 motorola edge 20 fusion 

型番 PARF0005JP 

カラー エレキグラファイト 

サイズ  

(高さ x 幅 x 厚さ) 
約 166mm x 約 76mm x 約 8.25mm(最薄部) 

質量 約 185g 

OS Android™ 11 

CPU 
MediaTek Dimensity 800U 

オクタコア 

メモリ 
RAM：6GB 

ROM：128GB 

外部メモリ microSD™ (最大 512GB) 

ディスプレイ 

6.7 インチ 

2,400 x 1,080 (FHD+) 

OLED 

バッテリー 5,000mAh 

コネクタ USB Type-C 

アウトカメラ 10,800 万画素 + 超広角 800 万画素 + 約 200 万画素 

インカメラ 3,200 万画素 

Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 

Bluetooth® Bluetooth® 5.0 

NFC 対応 

Felica - 

SIM nanoSIM/nanoSIM (DSDS 対応) ※ 

通信方式 

5G：n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 

LTE：

B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/34/38/39/ 

40/41/42/43/66 

3G：B1/2/4/5/8/19 

GSM：850/ 900/1,800/1,900MHz 

生体認証 指紋認証/顔認証 



防水/防塵 IP52 

本体付属品 

TurboPower 30W チャージャー/USB Type-C ケーブル/3.5mm 

ヘッドセットジャック/カバー/SIM 取り出しピン/ガイド類/LG (法

令/安全/規制) 

 ※ 両者 5G または LTE サポート。DSDS で使用の場合は microSD カードはご使用できません。 

 

6.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 770 円(税込)～ 

※1GB/月(新コース)を音声対応 SIM カードでご利用いただいた場合の月額料金となります。  

※500MB/月(新コース)は、本商品のセット購入の対象外です。 

※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。 

【補足】 

(*1) 商品の価格および条件は、「OCN モバイル ONE」の SIM と端末がセットで届くスマホセットが対象です。お申し

込みは「音声対応 SIM」のみとなります。「音声対応 SIM」は月額料金が発生します(詳細はこちら)。別途、初回

請求時に SIM カード初期手数料 3,300 円(税込)と SIM カード手配料 433.4 円(税込)がかかります。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。 

(*2) 対象オプション同時加入時は「goo Simseller 本店」のみの提供となります。対象オプションは「ABEMA プレミア

ム」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、金森 ☎ 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/contents/abema.html
https://www.ntt.com/personal/services/option/contents/abema.html
https://nttresonantmail-my.sharepoint.com/personal/ksato_nttr_co_jp/Documents/Microsoft%20Teams%20チャット%20ファイル/pr@nttr.co.jp

