
 

 

 

お知らせ 2017 年 10 月 6 日 

NTT レゾナント株式会社 

 

DSDS対応の人気シリーズ最新端末 

「ZenFone 4」「ZenFone 4 Selfie Pro」 

gooSimsellerにて販売開始 

goo.gl/RNvKJ1 

goo.gl/BKUBGM 

 

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、2017 年 10 月 6 日(金)10:15 か

ら「ZenFone 4」「ZenFone 4 Selfie Pro」を、通信料のお得な SIM「OCN モバイル ONE」とセット

で販売開始します。価格は ZenFone 4 がらくらくセット一括購入で 50,800 円(税抜)、ZenFone 4 

Selfie Pro がらくらくセット一括購入で 36,800 円(税抜)です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■販売概要 

(1)販売開始日:2017 年 10 月 6 日(金) 10:15 

(2) 端末スペック 

①ZenFone 4 

 

 

 

 

goo.gl/RNvKJ1
goo.gl/BKUBGM


・本体背面にデュアルカメラを搭載 

メインカメラは SONY IMX362 センサーを採用し、F 値 1.8、画素ピッチは 1.4um という、一般の

スマートフォンよりも約 5 倍の明るさで撮影することが可能です。また、2nd カメラは広角 120 度

という、非常に広い領域の写真を撮影することができます。 

・最新 CPU と大容量メインメモリーを搭載 

ZenFone 4 は、最新 CPU である Qualcomm Snapdragon 660 を搭載しています。また、メイン

メモリーは大容量 6GB を搭載しており、ミドルレンジとは思えない高いパフォーマンスを体感する

ことができます。また、64GB の大容量の内蔵ストレージを搭載しているので、データ保存に困る

ことはありません。 

製品名 ZenFone 4 (ZE554KL) 

型番 ZE554KL-BK64S6 ZE554KL-WH64S6 

本体カラー ミッドナイトブラック ムーンライトホワイト 

プラットフォーム *1 Android™ 7.1.1 

プロセッサー 
プロセッサー名 Qualcomm® Snapdragon™ 660 (オクタコア CPU) 

動作周波数 2.2GHz 

メインメモリ 
搭載容量 *2 6GB 

仕様 LPDDR4 

表示機能 

ディスプレイ 
5.5 型ワイド Super IPS+液晶 (LED バックライト) 

Corning® Gorilla® Glass 3 

解像度 1,920×1,080 ドット (フル HD) 

グラフィックス機能 Adreno 512 

記憶装置 

内蔵ストレージ *3 *4 64GB 

ASUS WebStorage

サービス 
5GB (永久無料版) 

Google ドライブ 100GB (1 年間無料版) *5 

サウンド機能 

サウンド規格 

Hi-Res 

DTS Headphone:X™ 

SonicMaster 4.0 

スピーカー デュアルスピーカー内蔵 

マイク デュアルマイク内蔵 

カメラ アウトカメラ 

1,200 万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) 

800 万画素広角カメラ内蔵 (2nd カメラ) 

LED フラッシュ 



インカメラ 800 万画素カメラ内蔵 

センサ 

GPS(GLONASS、Beidou、Galileo サポート)、加速度センサ、電

子コンパス、光センサ、磁気センサ、 

近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ、RGB センサ、NFC 
*6 

通信機能 
無線 LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域：2.4GHz/5GHz) 

Bluetooth®機能 Bluetooth® 5.0 

通信方式 

FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 

TD-LTE B38/B39/B40/B41 

キャリアアグリゲー

ション 
2CA/3CA 対応 *7 

W-CDMA B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 

GSM/EDGE 850/900/1,800/1,900MHz 

テザリング機能 対応 

入力機能 
ポインティングデバ

イス 
10 点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式) 

インターフェ

ース  

USB ポート *8 USB Type-C×1 (USB 2.0) 

SIM カードスロット 
*9 

nanoSIM スロット×2 *10 

カードリーダー *10 

*11 

microSDXC メモリーカード、microSDHC メモリーカード、

microSD メモリーカード 

オーディオ *12 マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 

電源 USB AC アダプターまたはリチウムポリマーバッテリー 

バッテリー駆

動時間  

Wi-Fi 通信時 *13 約 18.7 時間 

モバイル通信時 *14 約 17.2 時間 

連続通話時間 *15 
約 2,160 分 (3G) 

約 1,740 分 (au VoLTE) 

連続待受時間 *15 
約 297 時間 (3G) 

約 531.7 時間 (au VoLTE) 

バッテリー充電時間 約 1.9 時間 

バッテリー容量 3,300mAh 

消費電力 最大約 15W 

サイズ 高さ約 155.4mm×幅約 75.2mm×奥行き約 7.5mm 

質量 約 165g 

保証期間 
端末本体／本体内蔵バッテリー／USB AC アダプターセット *16 

：購入日より 12 ヶ月間の日本国内保証 



主な付属品 

USB AC アダプターセット*16、SIM イジェクトピン、クリアケー

ス、ZenEar、ZenEar 交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、

製品保証書 

 

②ZenFone 4 Selfie Pro 

・ZenFone シリーズ史上最薄の本体に納得の性能 

5.5 型のスマートフォンとしては軽量の 147g に、薄さは約 6.85mm とこれまでの ZenFone シリー

ズの中でも一番の薄さを実現しています。 

ポケットの中で嵩張らないスマートな薄さに、背面 1,600 万画素の高性能カメラ、安心の 4GB メモ

リ、フル HD 有機 EL 液晶搭載と、納得の性能を備えます。 

 

・本体前面にデュアルカメラを搭載 

ZenFone 4 Selfie Pro は、本体前面にデュアルカメラを搭載しています。メインカメラは 1,200 万

画素、２nd カメラは広角 120 度の 500 万画素カメラが搭載されています。さらに、ASUS 独自の

「DuoPixel テクノロジー」を使用することで、前面カメラで 2,400 万画素相当の写真を撮影するこ

とが可能となります。 

 

製品名 ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) 

型番 ZD552KL-BK64S4 ZD552KL-RD64S4 ZD552KL-GD64S4 

本体カラー ネイビーブラック クラシックレッド サンライトゴールド 

プラットフォーム *1 Android™ 7.1.1 

プロセッサー 
プロセッサー名 Qualcomm® Snapdragon™ 625 (オクタコア CPU) 

動作周波数 2.0GHz 

メインメモリ 
搭載容量 *2 4GB 

仕様 LPDDR3 

表示機能 

ディスプレイ 
5.5 型ワイド AMOLED ディスプレイ 

Corning® Gorilla® Glass 3 

解像度 1,920×1,080 ドット (フル HD) 

グラフィックス機能 Adreno 506 

記憶装置 

内蔵ストレージ *3 *4 64GB 

ASUS WebStorage

サービス 
5GB (永久無料版) 

Google ドライブ 100GB (1 年間無料版) *5 

サウンド機能 サウンド規格 

Hi-Res 

DTS Headphone:X™ 

SonicMaster 4.0 



スピーカー スピーカー内蔵 

マイク デュアルマイク内蔵 

カメラ 

アウトカメラ 
1,600 万画素カメラ内蔵 

LED フラッシュ 

インカメラ 

1,200 万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) 

500 万画素広角カメラ内蔵 (2nd カメラ) 

LED フラッシュ 

センサ 

GPS(GLONASS、Beidou、Galileo サポート)、加速度センサ、電

子コンパス、光センサ、近接センサ、 

ジャイロスコープ、指紋センサ、RGB センサ 

通信機能 
無線 LAN IEEE802.11b/g/n (周波数帯域：2.4GHz) 

Bluetooth®機能 Bluetooth® 4.2 

通信方式 

FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 

TD-LTE B38/B41 

キャリアアグリゲー

ション 
2CA 対応 *7 

W-CDMA B1/B2/B5/B6/B8/B19 

GSM/EDGE 850/900/1,800/1,900MHz 

テザリング機能 対応 

入力機能 
ポインティングデバ

イス 
10 点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式) 

インターフェ

ース  

USB ポート *8 microUSB×1 

SIM カードスロット 
*9 

nanoSIM スロット×2 *10 

カードリーダー *10 

*11 

microSDXC メモリーカード、microSDHC メモリーカード、

microSD メモリーカード 

オーディオ *12 マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 

電源 USB AC アダプターまたはリチウムポリマーバッテリー 

バッテリー駆

動時間  

Wi-Fi 通信時 *13 約 13.6 時間 

モバイル通信時 *14 約 12.6 時間 

連続通話時間 *15 
約 1,776 分 (3G) 

約 1,344 分 (au VoLTE) 

連続待受時間 *15 
約 276 時間 (3G) 

約 388.8 時間 (au VoLTE) 

バッテリー充電時間 約 2.3 時間 

バッテリー容量 3,000mAh 



消費電力 最大約 10W 

サイズ 高さ約 154.0mm×幅約 74.8mm×奥行き約 6.85mm 

質量 約 147g 

保証期間 
端末本体／本体内蔵バッテリー／USB AC アダプターセット *16 

：購入日より 12 ヶ月間の日本国内保証 

主な付属品 

USB AC アダプターセット*16、SIM イジェクトピン、クリアケー

ス、ZenEar、ZenEar 交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、

製品保証書 

 

(3)価格 

①ZenFone 4 

・一括払い：50,800 円(税抜) 

※一括払いの場合、SIM カード初期費用 3,000 円(税抜)を含みます。 

・分割払い：2,200 円(税抜)/月×24 回 

※分割払いの場合、別途 SIM カード初期費用 3,000 円(税抜)が発生します。OCN モバイル ONE 音

声対応 SIM とセットでの販売となります。 

 

②ZenFone 4 Selfie Pro 

・一括払い：36,800 円(税抜) 

※一括払いの場合、SIM カード初期費用 3,000 円(税抜)を含みます。 

・分割払い：1,600 円(税抜)/月×24 回 

※分割払いの場合、別途 SIM カード初期費用 3,000 円(税抜)が発生します。OCN モバイル ONE 音

声対応 SIM とセットでの販売となります。 

 

 

(4)販売方法：「NTT コムストア by gooSimseller」にて販売 

①ZenFone 4 

「NTT コムストア by gooSimseller 本店」 

URL：http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set/zenf4.html 

「NTT コムストア by gooSimseller  楽天市場店」 

URL：https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/ze554kl-4-simset/ 

「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/ze554kl-4-simset.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 

 

http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set/zenf4.html
https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/ze554kl-4-simset/
https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/ze554kl-4-simset/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/goo-simseller/ze554kl-4-simset.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/goo-simseller/ze554kl-4-simset.html
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2VPLZRE8AE6G0


 

②ZenFone 4 Selfie Pro 

「NTT コムストア by gooSimseller 本店」 

URL：http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set/zenf4slfpro.html 

「NTT コムストア by gooSimseller  楽天市場店」 

URL： https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/zd552kl-selfiepro-simset/ 

「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/zd552kl-selfiepro-simset.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 

 

(5) 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) 

   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 

※別途、ユニバーサルサービス料、および通話料と SMS 送信料がかかります。また、SIM カード 1 枚につき、「050 plus」を 1 番号まで月

額基本料およびユニバーサルサービス料不要でご利用いただけます。 

※同梱されている「OCN モバイル ONE 音声対応 SIM」は商品到着後、お客様ご自身でご利用のお申し込みをしていただく必要があります。

お申し込み手続きの完了後、後日 SIM カードがお手元に届きます。 

※MNP(番号ポータビリティ)で今お使いの携帯番号をそのままで乗り換えることができます。 

※端末にセットされている「OCN モバイル ONE 音声対応 SIM：月額基本料 1,600 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。 

※「050 plus」(http://050plus.com/)は、050 で始まる電話番号から、格安の通話料金で電話ができるアプリです。また、アプリ同士の通

話料金は無料です。 

 

*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、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。メッセー

ジに従いアップデートを行う事で、プラットフォームのバージョンを最新にする事が出来ます。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。予めご了承ください。  

*3: 内蔵ストレージの増設や交換はできません。予めご了承ください。  

*4: 上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。 

*5: サービスを利用するには、2020 年 3 月 29 日までにアクティベーションを完了していただく必要があります。アクティベーション

完了後、12 ヶ月のあいだは同一のサービスを追加することはできません。 

*6: NFC は Type A に対応しています。 

http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set/zenf4slfpro.html
https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/zd552kl-selfiepro-simset/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/goo-simseller/zd552kl-selfiepro-simset.html
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2VPLZRE8AE6G0
http://050plus.com/


*7: 国や地域、またキャリアアグリゲーション対応エリア外では通常の LTE での通信になります。 

*8: OTG をサポートしています。すべての USB デバイスとの接続を保証するものではありません。 

*9: SIM1/SIM2 の nanoSIM カードスロットはともに、4G/3G/2G 回線の接続に対応しています。ただし SIM カードを 2 枚挿入し

て、LTE 回線を同時に使用することはできません。 

*10: nanoSIM カード(SIM2)と microSD カードは排他利用となるため、同時に使用することはできません。 

*11: 使用可能な microSD メモリーカードは、最大 2TB までになります。 

*12: 4 極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4 極タイプのものをご使用ください。 

*13: 輝度 100nits(100cd/m 2)で、ウェブブラウジングした場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異

なる場合があります。 

*14: 輝度 100nits(100cd/m 2)で、電波を正常に受信できる状態でウェブブラウジングした場合の自社調べの利用時間です。ただし、

使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 

*15: 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な自社調べの利用時間です。ただし、使用環境

や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 

*16: USB AC アダプターセットには、USB チャージャー、USB Type-C ケーブルが含まれています。 

 

 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 成田、立石 ☎ 03-6703-6250 pr@nttr.co.jp 

mailto:pr@nttr.co.jp

