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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）の子会社、 

株式会社ゲオ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：吉川恭史）は、UQコミュニケーションズ株

式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：野坂 章雄）が提供する格安SIM「UQ mobile」とau中古

スマートフォンのセット利用で端末購入をサポートする「中古端末購入アシスト」と「マンスリー割」の

サービスを5月19日より、ゲオモバイルとゲオショップを含む79店舗で先行取扱いを開始します。 

 

「中古端末購入アシスト（※1）」は、ご契約2ヶ月目から25ヶ月目までの24ヶ月間、月々の基本料金に

端末購入アシスト加算料を追加してお支払いいただくことで、端末ご購入時のお客様の初期負担を軽減す

るUQ mobileのサービスです。ゲオで販売しているau中古スマートフォン（※2）のご購入と同時に「中古

端末購入アシスト」にご契約の場合、「中古端末購入アシスト」の種類及びご購入商品に応じて12,000円

から60,000円まで端末購入代金を値引きされます。 

「マンスリー割（※3）」は、スマートフォンのご購入とUQ mobileの同時加入で、ご契約2ヶ月目から 25

ヶ月目までの24ヶ月間、月額基本料金から毎月500円を割引するUQ mobileのサービスです。24ヶ月間

合計で12,000円の割引を受ける事ができます。 

 

＜例＞ 

70,000円のau中古スマートフォンを購入いただく場合、「中古端

末購入アシスト2500」をご契約いただくと、初期負担10,000円

で端末をお持ち帰りいただくことができます。残りの60,000円は、

UQ mobileの月額基本料金に24ヶ月間2,500円/月が加算されま

すが、「マンスリー割」の適用により月額基本料金から24ヶ月間

500円/月が割引されるため（累計12,000円）、70,000円の端末を

実質58,000円でご購入いただける大変お得なサービスです。 

 

取扱店舗は、ゲオモバイル52店舗、ゲオショップ27店舗の合計79店舗です。この79店舗につきまし

ては、UQ mobileの即日開通も実施しており、格安SIMと中古スマートフォンが、より一層利用しやすく

なります。 

 

【ゲオモバイル モバイルラウンダーのコメント】 

「格安SIMを購入されるお客様は、SIMフリー、もしくは、docomoの中古端末を利用されるお客様が大半

でした。UQ mobileの「マンスリー割」をきっかけに、auの中古端末の利用が促進される事を期待してい

ます。」 

（株式会社ゲオ モバイル運営部 モバイル運営課 モバイルラウンダー 林野下 譲） 
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業界初！au携帯の格安 SIM「UQ mobile」と au中古スマホの同時購入で 

通信料金が 2年間で 12,000円割引になる「マンスリー割」の適用を 

5月 19日よりゲオで他社に先行して開始 
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※1：「中古端末購入アシスト」には、月々の加算金額によって、500円、1,000円、1,500円、2,000円、2,500円の5つの種類あります。対象

料金プランは「ぴったりプラン」、「ぴったりプラン+たっぷりオプション」、「データ高速+音声通話プラン」、「データ無制限+音声通話プラン」

です。端末ご購入から24ヶ月以内に解約された場合、ご利用月数に応じて端末購入アシスト解除料がかかります。 

※2：UQ mobile動作確認済のau中古スマートフォンが対象です。詳しくは各店舗でお問い合わせください。 

※3：「マンスリー割」は、「ぴったりプラン」、「ぴったりプラン+たっぷりオプション」へ加入いただき、UQ社指定の機種を一括購入および「中

古端末購入アシスト」を利用することで適用されます。割引対象期間中に解約された場合は、解約月の前月利用分をもって割引を終了します。 

 

 

＜「マンスリー割」取扱い79店舗リスト＞ 

店舗名 住所 

1 ゲオモバイル札幌手稲店 北海道札幌市手稲区前田六条13丁目1番15号 

2 ゲオモバイル札幌環状通東店 北海道札幌市東区北十四条東15丁目3番10号 

3 ゲオモバイル苫小牧新生台店 北海道苫小牧市双葉町1丁目22番 

4 ゲオモバイル札幌西町店 北海道札幌市西区西町南8丁目3番3号 

5 ゲオモバイル札幌狸小路店３丁目店 北海道札幌市中央区南二条西3丁目6番地1 

6 ゲオ室蘭東町店 北海道室蘭市東町1丁目13番 

7 ゲオモバイル函館昭和店 北海道函館市昭和3丁目24番18号 

8 ゲオモバイル札幌狸小路４丁目店 北海道札幌市中央区南二条西4丁目9番地2 

9 ゲオモバイル札幌南郷通店 北海道札幌市白石区南郷通20丁目南3番地23号 

10 ゲオモバイル滝川東町店 北海道滝川市東町7丁目7番14号 

11 ゲオモバイル旭川大町店 北海道旭川市大町二条8丁目77番地の 2 

12 ゲオモバイル帯広ドリームタウン店 北海道帯広市白樺十六条西2丁目45番地1 

13 ゲオ音更木野大通店 北海道河東郡音更町木野大通西14丁目1番地3 

14 ゲオモバイル釧路鳥取店 北海道釧路市鳥取大通2丁目2番8号 

15 ゲオモバイル中標津店 北海道標津郡中標津町東二十六条北1丁目1番地 

16 ゲオモバイル北見南大通店 北海道北見市とん田西町248番地2 

17 ゲオモバイル紋別店 北海道紋別市落石町2丁目30番3号 

18 ゲオ気仙沼南郷店 宮城県気仙沼市南郷1番地の 4 

19 ゲオモバイル仙台八乙女店 宮城県仙台市泉区八乙女中央1丁目6番15号 

20 ゲオ郡山城清水店 福島県郡山市城清水18番地 

21 ゲオ江戸川店 東京都江戸川区大杉3丁目10番1号 

22 ゲオモバイル池袋北口店 東京都豊島区西池袋1丁目29番14号 ｵﾘｴﾝﾄ池袋 

23 ゲオモバイルアキバ店 東京都千代田区外神田1丁目14番1号 

24 ゲオモバイル渋谷センター街店 東京都渋谷区宇田川町28番14号 竹内ﾋﾞﾙ 1F･B1F 

25 ゲオモバイル中野ブロードウェイ店 東京都中野区中野5丁目52番15号 

26 ゲオ平塚四之宮店 神奈川県平塚市四之宮6丁目14番40号 

27 ゲオモバイルフレスポ八潮店 埼玉県八潮市大瀬1丁目1番地3 

28 ゲオモバイル草加新田店 埼玉県草加市旭町1丁目381番地1 

29 ゲオつるせ店 埼玉県富士見市関沢2丁目24番35号 

30 ゲオモバイル毛呂山店 埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目30番8号 

31 ゲオモバイル新行田店 埼玉県行田市行田120番1号 

32 ゲオモバイル川口樹モール店 埼玉県川口市栄町3丁目10番16号 吉田ﾋﾞﾙ 1F 

33 ゲオ富里店 千葉県富里市七栄575番地 

34 ゲオモバイル並木店 栃木県真岡市並木町4丁目6番地23 

35 ゲオ佐野高萩店 栃木県佐野市高萩町411番地 

36 ゲオモバイル足利鹿島店 栃木県足利市鹿島町47番地 
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37 ゲオモバイル館林店 群馬県館林市富士見町12番60号 

38 ゲオモバイル笠懸店 群馬県みどり市笠懸町阿左美143番地 

39 ゲオモバイル藤岡店 群馬県藤岡市藤岡892番地1 

40 ゲオ茅野店 長野県茅野市ちの 2617番地4 

41 ゲオモバイル春日井インター店 愛知県春日井市東野町6丁目1番地13 

42 ゲオ名古屋大曽根店 愛知県名古屋市東区矢田1丁目3番1号 

43 ゲオモバイル金山駅北口店 愛知県名古屋市中区金山4丁目6番26号 金山共同ﾋﾞﾙ 1F 

44 ゲオモバイル名古屋高畑店 愛知県名古屋市中川区野田1丁目710番地 

45 ゲオモバイル名古屋大須新天地通店 愛知県名古屋市中区大須3丁目20番12号 

46 ゲオモバイル名古屋大須万松寺通店 愛知県名古屋市中区大須3丁目25番24号 

47 ゲオモバイル名古屋栄森の地下街店 愛知県名古屋市中区栄3丁目森の地下街中央一番街18番 

48 ゲオモバイルビバリー扶桑店 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字下野7番地 

49 ゲオ津南店 三重県津市藤方590番地1 

50 ゲオモバイル御殿場店 静岡県御殿場市川島田字石原坂368番地 

51 ゲオモバイル富士店 静岡県富士市伝法3024番地の 1 

52 ゲオモバイル富士宮店 静岡県富士宮市富士見ヶ丘65番地 

53 ゲオモバイル掛川大池店 静岡県掛川市大池652番地 

54 ゲオ豊田広路店 愛知県豊田市広路町2丁目8番地 

55 ゲオ伊丹店 兵庫県伊丹市行基町2丁目1番地3 

56 ゲオモバイル京都新京極店 京都府京都市中京区新京極通蛸薬師下る東側町535番地 

57 ゲオモバイル神戸三宮店 兵庫県神戸市中央区三宮町3丁目9番3号 ｳｴｽﾄﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ 1F 

58 ゲオ天六店 大阪府大阪市北区国分寺2丁目1番1号 

59 ゲオモバイルくらわんか枚方店 大阪府枚方市池之宮1丁目2番12号 

60 ゲオモバイル大阪日本橋店 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目11番1号 

61 ゲオ富山上飯野店 富山県富山市上飯野字水窪41番地4 

62 ゲオ下中野店 岡山県岡山市北区下中野465番地の 4 

63 ゲオ今治鳥生店 愛媛県今治市南鳥生町3丁目1番19号 

64 ゲオ北九州葛原店 福岡県北九州市小倉南区葛原東2丁目1番1号 

65 ゲオモバイル北九州中津口店 福岡県北九州市小倉北区中津口2丁目2番16号 

66 ゲオ福岡和白丘店 福岡県福岡市東区和白丘3丁目4番39号 

67 ゲオサンロードシティ熊本店 熊本県熊本市東区東町3丁目2番33号 

68 ゲオモバイル時津店 長崎県西彼杵郡時津町左底郷1832番地1 ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ時津ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ  ー

69 ゲオ中津店 大分県中津市大字下池永114番地 

70 ゲオモバイルアミュプラザおおいた店 大分県大分市金池南1丁目1番5号 

71 ゲオ福岡東光寺店 福岡県福岡市博多区東光寺町2丁目7番30号 

72 ゲオモバイル福岡博多口店 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 

73 ゲオモバイル福岡吉塚駅前店 福岡県福岡市博多区吉塚本町13番21号 

74 ゲオモバイル福岡西新店 福岡県福岡市早良区西新4丁目8番20号 

75 ゲオモバイル那覇新都心店 沖縄県那覇市おもろまち 4丁目3番22号 

76 ゲオ石垣店 沖縄県石垣市字真栄里266番地の 1 

77 ゲオ宜野湾店 沖縄県宜野湾市宇地泊697番地 

78 ゲオ沖縄美里店 沖縄県沖縄市美原3丁目22番28号 

79 ゲオモバイル博多駅筑紫口店 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番28号 博多偕成ビル 1階 

 


