2015 年 4 月 2 日
株式会社 ゲオホールディングス
NTT コミュニケーションズ株式会社

ゲオと NTT コミュニケーションズが業務提携
全国のゲオ 1,047 店舗で毎月の割引クーポン付き
「ゲオ×OCN SIM」を新発売
SIM と新品スマホ・中古スマホの自由な組み合わせで、
アプリコンテンツも入った『ゲオスマホ』が 4 月 2 日よりサービス開始！
～割賦決済で毎月お安く。MNP 即日受渡＆新規音声 SIM 即日・翌日受渡店舗も拡大へ～
株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：遠藤結蔵、以
下:ゲオ）と、NTT コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：
有馬彰、以下:NTT Com）は、モバイル事業において業務提携を行い、新たなスマートフォン
サービス『ゲオスマホ』の発売を 4 月 2 日（木）より開始いたします。
ゲオでは 2009 年 7 月より中古携帯端末を取り扱っており、2014 年 4 月からは格安 SIM カ
ードの販売を全国で開始しております。さらに、全国のゲオ 1,300 店舗で買取・販売を実施
しており、不要な携帯の買取、安価な中古携帯の販売需要を促進しています。
NTT Com は、独自サービス型の SIM シェア No.1※1 であるスマートフォン・タブレット端
末向け LTE 対応モバイル通信サービス「OCN モバイル ONE」を提供しています。2015 年 5
月に予定されている「SIM ロック解除義務化」に向けて注目を集めている MVNO 市場をけん
引しています。
そしてこの度、格安 SIM 市場のさらなる浸透・拡大を目的として、全国に 1,000 店以上の
直営店舗を展開するゲオと業界シェアトップの NTT Com の両社がモバイル事業において業
務提携を行う運びとなりました。これにより、ゲオでは、独自のモバイル通信サービス「ゲオ
×OCN SIM」を新たに商品化し、4 月 2 日（木）より、全国のゲオ 1,04７店舗で発売いたし
ます。
◆SIM と新品・中古スマホの自由な組み合わせで、アプリコンテンツがプリインストールさ
れたサービス、
『ゲオスマホ』
『ゲオスマホ』は、「ゲオ×OCN SIM」の展開と同時に、新たに SIM フリー端末、freetel
の「priori2」、HUAWEI の「G620S」の新品スマホ 2 機種を投入いたします。これによって、
お客様は、
端末を“新品 2 機種もしくは、現在ゲオが保有する中古スマホ”からお選びいただき、

SIM については“「ゲオ×OCN SIM」の「音声 SIM タイプ」もしくは「通信 SIM タイプ」”か
らお選びいただくことが可能になります。また、新品・中古スマホに、クーポンが貰える会員
証機能付き「ゲオアプリ」や、中古衣料の e コマースアプリ「セカンドストリート」など、ゲ
オグループのアプリを事前にインストールして提供し、日頃からゲオをご利用されるお客様に
とって便利なスマホとなっています。
さらに、店頭での割賦決済の仕組み※2 を導入することで、
「新品スマホ+音声 SIM」や「人
気の中古スマホ+音声 SIM」のセット価格が月額 3,000 円前後※3 で提供が可能となります。
新品と中古のバリエーションであらゆる格安スマホニーズに対応し、業界最高水準の通信と最
安値水準の価格で提供出来る、今までにない新サービスです。
◆「ゲオ×OCN SIM」は毎月 100 円の割引クーポン付
「ゲオ×OCN SIM」契約者特典として、全国のゲオでご利用いただける毎月“100 円割引ク
ーポン”が貰えるお得な特典も同時に提供を開始します※4。セット販売のお客様だけでなく、
SIM 単品購入者にも適用されるため、有効会員 2,000 万人のゲオ会員への利用の拡大が見込
めます。
◆『ゲオスマホ』の浸透に向けた両社の強みを生かした取り組み
近年、多種多様な会社による MVNO 事業への参入が続いており、すでに事業者数は 100 社
を超えるといわれています。一方、MVNO のシェアは、まだモバイル市場全体の 2％以下※1
にとどまっている状況です。
そのような背景の中、 NTT Com が持つ高速かつ安定した通信インフラ・日本最大規模の
インターネットサービスプロバイダ事業「OCN」の提供実績と、1,000 店舗以上を誇る「直
営店舗」運営を強みとしたゲオの全国に広がる圧倒的な販売チャネル・販売ノウハウ（提案
力）を組み合わせることにより、
『ゲオスマホ』サービスの一般生活者への浸透を図り、市場
の拡大を図ってまいります。

ゲオスマホロゴ

ゲオ×OCN SIM オリジナルパッケージ

＜主な取り組み＞
1.レンタルクーポン付き、お得な「ゲオ×OCN SIM」発売開始
「OCN モバイル ONE」にお得な特典を追加した、独自のモバイル通信サービス「ゲオ×OCN
SIM」を新たに商品化します。
「ゲオ×OCN SIM」契約者は、ゲオ会員証アプリ「ゲオアプリ」

に登録することで、毎月“100 円割引クーポン”が貰えます。
※4 月 2 日（木）より、全国のゲオ直営店舗 1,047 店舗で一斉開始します。
※対象商品はレンタル DVD/BD 旧作のみとなります。
2.番号ポータビリティ（MNP）の即日受渡店舗を拡大。2015 年夏に全国 10 店舗へ(予定)
12 月からゲオアキバ店でのみ実施していましたが、MNP 即日受渡店舗を順次拡大する予定
です。
※「ゲオモバイル」アキバ店に加え、2015 年第 1 四半期中に福岡博多口店、大阪日本橋店、
札幌狸小路 4 丁目店、名古屋大須新天地通店、渋谷センター街店の計 6 店舗で開始し、2015
年夏には全国 10 店舗に拡大、その後も順次拡大予定です。
3.新規音声 SIM の即日・翌日受渡店舗を順次、直営店舗全店へ拡大
12 月からゲオアキバ店でのみ実施していましたが、4 月 3 日にオープンする渋谷センター街
店においても、オープン日当日から新規音声 SIM の即日・翌日受渡を実施します。なお、対
象店舗については順次、直営店舗全店に拡大する予定です。
4.新品はもちろん、中古スマホも保証サービス対応
中古端末の初期不良対応を 1 カ月（30 日）に延長いたします。
※4 月 2 日（木）より、
「ゲオモバイル」50 店舗全店を含む、全国のゲオ直営店舗 1,047 店
舗で一斉開始します。5 月にはより長期間の保証やオプションサービスの付いた有料保証サ
ービスも開始予定です。
5.割賦決済を開始
一括払いと並行して、通常の携帯キャリアショップ同様に、支払い回数を 12 回/24 回に分け
た割賦決済を開始します。新品端末＋SIM、中古端末＋SIM のセット販売以外にも、新品端
末、中古端末のみでも利用可能となります。
※4 月上旬より、「ゲオモバイル」50 店舗全店で対応します。対応店舗については順次
拡大予定です。
※一部、割賦決済対象外の商品もございます。
6.「なんでも相談出来る」スマホ相談員を店舗に配備
「格安 SIM は聞いたことはあるが、どうやったらいいか見当もつかない」
、そんなお客様が
まだ多いのが実情です。ゲオでは、スマートフォンと SIM カードを熟知した相談員を配備し
ます。SIM に関する基本知識や格安 SIM への変更手続きは勿論、新品端末だけではなく、幅
広い中古端末も含めたスマートフォンやタブレットのラインナップから、お客様のニーズに
合った“機種”、ニーズに合った通信容量の“SIM カード”をご提案致します。
※4 月 2 日（木）より、「ゲオモバイル」の 50 店舗にて対応します。対応店舗については
順次拡大予定です。

【
「ゲオ×OCN SIM」 サービススペック】
（税抜）
コース名

110MB/日

170MB/日

3GB/月

5GB/月

500kbps

通信容量

110MB/日

170MB/日

3GB/月

5GB/月

15GB/月

音声対応

1,600 円

2,080 円

1,800 円

2,150 円

2,500 円

SMS 対応

1,020 円

1,500 円

1,220 円

1,570 円

1,920 円

データ通信専用

900 円

1,380 円

1,100 円

1,450 円

1,800 円

月額
料金

3,000 円

初期費用(パッケージ費用)

※割賦購入の場合は初期費用無料

SIM カードサイズ

標準 SIM/microSIM/nanoSIM

通信規制

各コースの通信容量上限に達するまでは規制無し

通信ネットワーク

ドコモ Xi ネットワーク(LTE)・ドコモ FOMA ネットワーク(3G)
(Xi エリア)下り最大 150Mbps/上り最大 50Mbps

最大通信速度

(FOMA エリア)下り最大 14Mbps/上り最大 5.7Mbps

【新機種 スペック】
■freetel の「priori2」
・販売価格 ：9,800 円（税込 10,584 円）
・OS

：Android 4.4.2

・CPU ：Quad core 1.3GHz
・メモリ ：RAM 1GB

ROM 8GB

・ディスプレイ ：4.5 インチ 854×480（FWVGA）
・サイズ ：132.8 x 66.3 x 8.9mm
・重量 ：132g
・カメラ画素数 ：メイン：500 万画素/サブ：200 万画素
・SIM サイズ ：デュアル SIM（microSIM/標準 SIM）
両スロットとも、国内でも 3G 接続可能、切り替え式。
・Wi-Fi 通信 ：802.11b/g/n
■HUAWEI の「G620S」
・販売価格

：21,800 円（税込 23,544 円）

・OS ：Android 4.4 KitKat
・CPU ：Qualcomm Snapdragon 410/MSM8916 1.2GHz
（クアッドコア）
・メモリ

：RAM 1GB

・ディスプレイ
・サイズ

ROM 8GB

：5 インチ HD IPS（1280×720）

：142.9 x 72.1 x 8.5mm

・重量

：約 160g

・カメラ画素数

：アウトカメラ：800 万画素 AF(フラッシュ有)
インカメラ：200 万画素 FF

・SIM サイズ

：microSIM

・Wi-Fi 通信 ：IEEE802.11b/g/n
【株式会社ゲオホールディングスについて】
■名称：株式会社ゲオホールディングス
■所在地：愛知県名古屋市中区富士見町 8 番 8 号 OMC ビル
■代表者名：代表取締役社長

遠藤 結蔵

■事業内容：グループ会社の経営企画・管理ならびに子会社の管理業務受託
■設立： 1989 年 1 月
■資本金： 8,603 百万円
【NTT コミュニケーションズ株式会社について】
■名称： NTT コミュニケーションズ株式会社
■所在地： 東京都千代田区内幸町 1 丁目 1 番 6 号
■代表者名： 代表取締役社長

有馬

彰

■事業内容：電気通信事業など（ボイス＆ビデオコミュニケーションサービス、
ネットワークサービス、アプリケーション＆コンテンツサービス、
クラウド・SI サービス）

■設立： 1999 年 7 月
■資本金： 211,763 百万円
※１ MM 総研「国内 MVNO 市場規模の推移・予測(2014 年 9 月末)」より。独自サービス
型 SIM とは、独立系 MVNO 事業者が SIM カードを活用し、独自の料金プランで提供
する各種サービスを指す。
※２ 4 月 2 日より、全国の直営ゲオモバイル専門店「ゲオモバイル」50 店舗全店で開始。
※３ 例）中古の「iPhone5S」+｢音声 SIM｣セット価格は約 3,300 円／月・24 回払いとな
ります。
※４ 「割引クーポン」を取得する為には、ゲオ会員証アプリ『ゲオアプリ』に登録する必要
があります。対象商品はレンタル DVD/BD 旧作のみとなります。

