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楽天モバイル、
ASUS 製「ZenFone™ Selfie」の予約受付を開始
- 1,300 万画素の高画質カメラを両面に搭載した「自分撮り」に便利なスマートフォン 楽天グループの通信サービス会社であるフュージョン・コミュニケーションズ株式会社（本社：東
京都千代田区、代表取締役会長：平井 康文、以下、フュージョン）は、ASUS JAPAN 株式会社
（本社：東京都千代田区、代表取締役社長: エミリー・ルー）のスマートフォン「ZenFone™ Selfie」と、
楽天モバイルの SIM カードとのセット販売の予約受付を本日開始します。端末の出荷開始は、9
月 18 日（金）を予定しています。また、携帯電話ナンバーポータビリティー（MNP）（注 1）の受付も、
本日から行います。
「ZenFone™ Selfie」は、1,300 万画素の高性能な両面カメラが特長の「自分撮り」に便利なスマ
ートフォンです。前面、背面の両面のカメラには自然な肌色に自動調整が可能な「デュアルカラー
LED フラッシュ」、背面カメラには瞬時に被写体に焦点を合わせる「レーザーオートフォーカス」機
能を搭載しています。肌の色味、質感、明るさ、目の大きさや顔の輪郭といった 5 つの項目を最大
11 段階で調整できる「美人エフェクト」機能により、リアルタイムで仕上がりを確認することができま
す。また、17 種類の撮影モードを用意しており、薄暗い所でもフラッシュを使用せず自然な明るさ
で撮れる「ローライトモード」、逆光でも鮮明に撮影できる「Super HDR モード」など、環境に適した
機能を選んで撮影することができます。
「楽天モバイル」で「ZenFone™ Selfie」をセット端末として購入されたお客様には、キャンペーン
として楽天スーパーポイントを 2,500 ポイント付与します。

■画像

■スペック
メーカー

ASUS

OS

Android™ 5.0.2

プロセッサー/動作周波数

Qualcomm® Snapdragon™ 615 (オクタコア CPU) / 1.5GHz + 1.0GHz

液晶ディスプレイ/解像度

5.5 型ワイド TFT カラータッチスクリーン IPS 液晶 (LED バックライ
ト)/ 1,920×1,080 ドット (フル HD)

メインメモリー/記録装置

2GB / 16GB

カメラ

インカメラ： 1,300 万画素 Web カメラ内蔵
アウトカメラ： 1,300 万画素 Web カメラ内蔵

バッテリー容量

3,000mAh

サイズ

高さ約 156.5mm×幅約 77.2.mm×奥行き約 3.9mm～10.8mm

重量

約 170g

SIM カードスロット

microSIM スロット×2

カラー

アクアブルー、ホワイト、ピンク

端末販売価格
機種

一括払い

分割払い

ZenFone™ Selfie

37,800 円（税別）

1,701 円（税込）×24 回

※ 端末単体での販売は受け付けておりません。
※ 消費税の計算方法についてはお支払い方法により異なります。
※ 金額は税込です。分割払いの支払い総額は、税別においては一括払いと同額です。分割払い手数料はかか
りません。分割払いは楽天カードのみ利用できます。1 回あたりの支払い金額は、購入端末の税込価格から楽天
スーパーポイントによる支払い額を差し引いた金額を 24 回で分割した金額となります。また端数は切り上げ、初回
の支払い額に加算されます。

＜参考＞
通信の月額料金プラン
データ SIM

通話 SIM

通信速度

645 円

1250 円

200kbps

900 円

1020 円

1600 円

5GB パック

1450 円

1570 円

2150 円

10GB パック

2260 円

2380 円

2960 円

SMS なし

SMS あり

ベーシック

525 円

3.1GB パック

下り最大 150Mbps
上り最大 50Mbps

※ 通話 SIM の最低利用期間は開通月を 1 カ月目として 12 カ月目までとなります。12 カ月以内の解約の場合、違
約金 9,800 円が発生します。
※ データ SIM の最低利用期間はありません。また解約時の違約金も発生しません。
※ 1 カ月間の合計通信量が「高速通信容量」を超えた場合、通信速度が 200kbps に制限されます。
※ お支払いはクレジットカードのみです。口座振替はご利用いただけませんのでご了承ください。
※ SIM カードがお手元に届いた日が属する月が、課金開始月となります。なお、ご契約は月単位となりご利用料
金の日割りは行いません。
※ 弊社が提供する SIM カード 1 枚毎にユニバーサルサービス料を加算してご請求いたします。ユニバーサルサ
ービス料の詳細につきましては、総務省のホームページをご確認ください。
※ 通信速度下り最大 150Mbps はベストエフォート（規格上の最大速度）であり、実行速度として保証するものでは
ありません。
※ 各プランは 3 日あたり 3.1GB プラン：540MB、5GB プラン：1GB、10GB プラン：1.7GB の通信速度制限がありま
す。予めご了承ください。

端末＋SIM カード セット購入キャンペーン
機種

ポイント特典

ZenFone™ Selfie

2,500 ポイントプレゼント

詳細はキャンペーン URL をご確認ください。（ http://mobile.rakuten.co.jp/campaign/pointback/ ）

（注1）

携帯電話ナンバーポータビリティー（MNP）とは、携帯電話会社を変更した場合に、現在利用している電
話番号はそのままで、変更後の携帯電話会社のサービスをご利用できる制度です。

【楽天モバイルについて】
「楽天モバイル」は、フュージョンが 2014 年 10 月 29 日に開始した、NTT ドコモの回線を利用する
MVNO（仮想移動体通信事業者）サービスです。音声通話対応 SIM カード、データ通信専用の SIM
カードでの通信サービスを提供しており、SIM カードと SIM フリーのスマートフォンやタブレットをセ
ット販売しています。セット端末には、楽天グループが提供するアプリがプリインストールされてお
り、楽天の様々なサービスをすぐにご利用いただけます。詳細は、http://mobile.rakuten.co.jp/ を
ご覧ください。
【フュージョン・コミュニケーションズ株式会社について】
「Everything Over IP」の実現をコンセプトとして、固定通信 (マイライン)、IP 電話、モバイル、イン
ターネット接続サービスを提供する楽天グループの通信事業会社です。IP プラットフォーム上で
の音声やデータ、コンテンツやアプリケーションなどの新たな可能性を創出すべく、更なる事業展
開、拡大を目指します。 詳細は http://www.fusioncom.co.jp/ をご覧ください。
［リリースに関するお問い合わせ］
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 経営企画部 吉賀、溝口
E メール：pr@fusioncom.co.jp TEL：050-5518-8355
※ 表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税別です。
※ Android は、Google Inc. の商標です。
※ 本リリース中に記載の会社名、商品名、ロゴは、それぞれ所有する各社に帰属します。
※ 報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告
なしに変更されることがあります。

