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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、株式会社ソニー･インタラク

ティブエンタテインメントが「PlayStation®VR」（プレイステーション ヴィーアール、以下PS VR）の

最新モデル（CUH-ZVR2）を発売開始することに伴い、2017年10月14日（土）の開店時間（※1）より、

ゲオの取扱店舗を235店追加し、全国で合計300店舗に拡大します。 

 PlayStation®4（PS4®）の魅力を高め、ゲーム体験をより豊かにするバーチャルリアリティシステム

PS VR の最新モデル（CUH-ZVR2）は、PlayStation®Camera とセットにした「PlayStation®VR 

PlayStation® Camera同梱版」として、日本国内で希望小売価格44,980円（税別）で発売されます。 

 

 最新モデルPS VR（CUH-ZVR2）の発売にあわせて日本国内販売取扱店舗はこれまでの394店舗から

913店舗（※2）に拡大され、うち1社で300店舗の展開は国内最大規模です。 

 

※1：店舗により開店時間が異なります。24時間営業店舗は朝7時より販売を開始します。 

※2：2017年10月時点 

 

ゲオバイヤーコメント 

今回の最新モデルのＰＳ ＶＲは従来モデル（PlayStation Camera同梱版）と比べ、価格が実質 5,000円

の値下げとなりました。 

新型ＰＳ ＶＲ発売の翌週 10/19にはグランツーリスモシリーズの最新作「グランツーリスモ SPORT」がＰ

Ｓ ＶＲ対応ソフトとして発売、11/21にはＰＳ ＶＲ専用ソフト「MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV」

が配信予定となっており、こちらの 2タイトルにも注目をしています。 

（㈱ゲオ メディア商品部 メディア商品 2課 武藤 崇史） 
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■ゲオショップ「PlayStation®VR」取扱店舗一覧 

 

都道府県 店舗名  都道府県 店舗名 

北海道 ゲオ札幌麻生店  秋田県 ゲオ秋田牛島店 

北海道 ゲオ札幌篠路店  秋田県 ゲオ横手店 

北海道 ゲオ札幌手稲店  岩手県 ゲオ盛岡月が丘店 

北海道 ゲオ小樽店  岩手県 ゲオ盛岡三本柳店 

北海道 ゲオ札幌西町店  岩手県 ゲオ盛岡本宮店 

北海道 ゲオ札幌環状通東店  岩手県 ゲオ盛岡高松店 

北海道 ゲオ札幌狸小路店 5F  岩手県 ゲオ宮古長町店 

北海道 ゲオ札幌南郷通店  岩手県 ゲオ北上常盤台店 

北海道 ゲオ札幌厚別店  岩手県 ゲオ釜石店 

北海道 ゲオ千歳信濃店  岩手県 ゲオ大船渡店 

北海道 ゲオ千歳駅前店  宮城県 ゲオ気仙沼南郷店 

北海道 ゲオ滝川東町店  宮城県 ゲオ仙台八乙女店 

北海道 ゲオ恵庭恵み野店  宮城県 ゲオ仙台南中山店 

北海道 ゲオ岩見沢店  宮城県 ゲオ富谷店 

北海道 ゲオ旭川大町店  宮城県 ゲオ仙台中野店 

北海道 ゲオ稚内店  宮城県 ゲオ仙台長町南店 

北海道 ゲオ旭川神楽店  宮城県 ゲオ大河原店 

北海道 ゲオ旭川一条通店  宮崎県 ゲオ宮崎フェニックスガーデン店 

北海道 ゲオ苫小牧新生台店  宮城県 ゲオ佐沼店 

北海道 ゲオ室蘭東町店  宮城県 ゲオ石巻蛇田店 

北海道 ゲオ伊達インター店  宮城県 ゲオ石巻中里店 

北海道 ゲオ函館昭和店  山形県 ゲオ新庄店 

北海道 ゲオ帯広ドリームタウン店  山形県 ゲオ東根中央店 

北海道 ゲオ音更木野大通店  山形県 ゲオ酒田バイパス店 

北海道 ゲオ釧路鳥取店  山形県 ゲオ山形高堂店 

北海道 ゲオ釧路貝塚店  山形県 ゲオ寒河江店 

北海道 ゲオ釧路星が浦店  福島県 ゲオ会津若松古川町店 

北海道 ゲオ中標津店  福島県 ゲオ会津若松インター店 

北海道 ゲオ北見南大通店  福島県 ゲオいわき平上荒川店 

北海道 ゲオ網走店  福島県 ゲオ郡山城清水店 

北海道 ゲオ紋別店  栃木県 ゲオ西那須野店 

北海道 ゲオ札幌平岸アーバンサイト店  栃木県 ゲオ佐野高萩店 

北海道 ゲオ釧路睦店  栃木県 ゲオ城東店 

青森県 ゲオ青森柳川店  茨城県 ゲオ牛久中央店 

青森県 ゲオ弘前安原店  群馬県 ゲオ太田宝町店 

青森県 ゲオ三沢店  群馬県 ゲオ連取店 

青森県 ゲオ八戸小中野店  群馬県 ゲオ内ヶ島店 

青森県 ゲオ八戸湊高台店  群馬県 ゲオ赤堀店 

青森県 ゲオ八戸下長店  群馬県 ゲオ笠懸店 

秋田県 ゲオ秋田東通店  群馬県 ゲオ片貝店 
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都道府県 店舗名  都道府県 店舗名 

群馬県 ゲオ飯塚店  埼玉県 ゲオ飯能柳町店 

新潟県 ゲオ出来島店  埼玉県 ゲオ久喜店 

新潟県 ゲオ寺尾店  埼玉県 ゲオ東松山店 

新潟県 ゲオ三条店  千葉県 ゲオ幕張店 

新潟県 ゲオ上越高田店  千葉県 ゲオ市原店 

長野県 ゲオ須坂店  千葉県 ゲオおゆみ野店 

長野県 ゲオ川中島店  千葉県 ゲオ姉ヶ崎店 

長野県 ゲオ茅野店  千葉県 ゲオ富里店 

長野県 ゲオ塩尻店  千葉県 ゲオ八柱店 

東京都 ゲオ江戸川店  静岡県 ゲオ柿田川店 

東京都 ゲオ立石店  静岡県 ゲオ御殿場店 

東京都 ゲオ綾瀬店  静岡県 ゲオ沼津学園通り店 

東京都 ゲオ西台店  静岡県 ゲオ静岡インター店 

東京都 ゲオ田無駅前店  静岡県 ゲオ富士店 

東京都 ゲオ豊玉店  静岡県 ゲオ静岡川合店 

東京都 ゲオ北新宿店  静岡県 ゲオ富士宮店 

東京都 ゲオ三鷹南口店  静岡県 ゲオ富士青葉通店 

東京都 ゲオ駒沢大学店  静岡県 ゲオ静岡 SBS通り店 

東京都 ゲオ池上店  静岡県 ゲオ藤枝水上店 

東京都 ゲオ西国分寺店  静岡県 ゲオ浜岡店 

東京都 ゲオ小平小川町店  静岡県 ゲオ袋井店 

東京都 ゲオつつじヶ丘駅前店  静岡県 ゲオ焼津店 

東京都 ゲオ羽村店  静岡県 ゲオ掛川大池店 

神奈川県 ゲオ野川店  静岡県 ゲオ浜松幸店 

神奈川県 ゲオ木月店  静岡県 ゲオ磐田今之浦店 

神奈川県 ゲオ湘南台店  静岡県 ゲオ浜松市野店 

神奈川県 ゲオ市ヶ尾店  静岡県 ゲオ浜松西伊場店 

神奈川県 ゲオ今宿店  静岡県 ゲオ浜北店 

神奈川県 ゲオ海老名店  静岡県 ゲオ浜松初生店 

神奈川県 ゲオ平塚四之宮店  静岡県 ゲオ浜松さんじの店 

山梨県 ゲオ甲府国母店  愛知県 ゲオ豊川店 

山梨県 ゲオ石和店  愛知県 ゲオ豊橋藤沢店 

埼玉県 ゲオ東越谷店  愛知県 ゲオ田原店 

埼玉県 ゲオ吉川店  愛知県 ゲオ豊田広路店 

埼玉県 ゲオ川口駅前店  愛知県 ゲオ岡崎大樹寺店 

埼玉県 ゲオ東大宮店  愛知県 ゲオ春日井ｲﾝﾀｰ店 

埼玉県 ゲオ春日部ユリノキ通り店  愛知県 ゲオ一社店 

埼玉県 ゲオつるせ店  愛知県 ゲオ名古屋大曽根店 

埼玉県 ゲオ所沢駅前店  愛知県 ゲオ名古屋守山店 

埼玉県 ゲオ狭山店  愛知県 ゲオ金山駅北口店 

埼玉県 ゲオふじみ野店  愛知県 ゲオ御器所店 
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都道府県 店舗名  都道府県 店舗名 

愛知県 ゲオ名古屋黒川店  大阪府 ゲオくらわんか枚方店 

愛知県 ゲオ名古屋高畑店  大阪府 ゲオ岸和田店 

愛知県 ゲオ津島店  大阪府 ゲオ大阪日本橋店 

愛知県 ゲオ甚目寺店  大阪府 ゲオ泉南店 

愛知県 ゲオ東海荒尾店  奈良県 ゲオ奈良押熊店 

愛知県 ゲオ道徳店  奈良県 ゲオ奈良四条大路店 

愛知県 ゲオ知多つつじが丘店  和歌山県 ゲオ新宮店 

愛知県 ゲオ安城大東店  和歌山県 ゲオ岩出店 

愛知県 ゲオ本地ヶ原店  和歌山県 ゲオ和歌山国体道路店 

愛知県 ゲオ江南飛高店  山口県 ゲオ山口湯田店 

岐阜県 ゲオ高山昭和店  山口県 ゲオ宇部小松原店 

岐阜県 ゲオ可児店  山口県 ゲオ防府店 

岐阜県 ゲオ蘇原店  山口県 ゲオ下松店 

岐阜県 ゲオ関緑ヶ丘店  島根県 ゲオ益田店 

岐阜県 ゲオ岐南店  島根県 ゲオ出雲店 

岐阜県 ゲオ岐阜羽島店  島根県 ゲオ松江菅田店 

三重県 ゲオ四日市日永店  鳥取県 ゲオ鳥取安長店 

三重県 ゲオ鈴鹿西条店  鳥取県 ゲオ倉吉店 

三重県 ゲオ鈴鹿磯山店  鳥取県 ゲオ米子西福原店 

三重県 ゲオ朝日町店  鳥取県 ゲオ鳥取雲山店 

三重県 ゲオ津南店  広島県 ゲオ東広島西条店 

三重県 ゲオ久居インター店  広島県 ゲオ三原店 

三重県 ゲオ松阪大塚店  広島県 ゲオ福山みどりまち店 

京都府 ゲオ舞鶴店  広島県 ゲオ東尾道店 

京都府 ゲオ山科東野店  岡山県 ゲオ津山インター店 

兵庫県 ゲオ伊丹店  岡山県 ゲオ総社店 

兵庫県 ゲオ新開地店  岡山県 ゲオ下中野店 

兵庫県 ゲオ鳴尾店  徳島県 ゲオ藍住店 

兵庫県 ゲオ伊川谷店  徳島県 ゲオ鴨島店 

滋賀県 ゲオ草津店  徳島県 ゲオ徳島沖浜店 

石川県 ゲオ小松有明町店  徳島県 ゲオ徳島矢三店 

石川県 ゲオ金沢久安店  徳島県 ゲオ小松島店 

石川県 ゲオ金沢東大通店  徳島県 平惣ゲオ阿南センター店メディア館 

石川県 ゲオ金沢御経塚店  香川県 ゲオ東バイパス店 

福井県 ゲオ福井二の宮店  香川県 ゲオミラクルタウン店 

富山県 ゲオ富山布瀬店  香川県 ゲオ円座店 

大阪府 ゲオ東淀川店  香川県 ゲオ丸亀南店 

大阪府 ゲオ天六店  香川県 ゲオ観音寺店 

大阪府 ゲオクロスシティ弁天町店  高知県 ゲオ高知南国店 

大阪府 ゲオ八尾店  高知県 ゲオ高知土佐道路店 

大阪府 ゲオ藤井寺インター店  愛媛県 ゲオ大洲店 
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都道府県 店舗名  都道府県 店舗名 

愛媛県 ゲオ今治鳥生店  長崎県 ゲオ佐世保相浦店 

愛媛県 ゲオ松山朝生田店  熊本県 ゲオイオンタウン荒尾店 

愛媛県 ゲオ松山中央店  熊本県 ゲオサンロードシティ熊本店 

福岡県 ゲオ北九州葛原店  熊本県 ゲオ熊本光の森店 

福岡県 ゲオ北九州中津口店  熊本県 ゲオ熊本室園店 

福岡県 ゲオ行橋店  熊本県 ゲオ宇土店 

福岡県 ゲオ宗像野坂店  宮崎県 ゲオ宮崎平和台店 

福岡県 ゲオイオンタウン黒崎店  宮崎県 ゲオ宮崎恒久店 

福岡県 ゲオ北九州折尾店  宮崎県 ゲオ延岡店 

福岡県 ゲオ福岡和白丘店  宮崎県 ゲオ日向店 

福岡県 ゲオ直方店  宮崎県 ゲオ都城上東店 

福岡県 ゲオ福岡土井店  宮崎県 ゲオ小林店 

福岡県 ゲオ飯塚秋松店  鹿児島県 ゲオ鹿児島国分店 

福岡県 ゲオ久留米インター店  鹿児島県 ゲオ鹿屋店 

福岡県 ゲオ久留米諏訪野店  鹿児島県 ゲオ薩摩川内店 

福岡県 ゲオ太宰府向佐野店  鹿児島県 ゲオ鹿児島草牟田店 

福岡県 ゲオ志免店  鹿児島県 ゲオ鹿児島新栄店 

福岡県 ゲオ福岡博多口店  大分県 ゲオ中津店 

福岡県 ゲオ福岡西新店  大分県 ゲオアミュプラザおおいた店 

福岡県 ゲオ大野城店  大分県 ゲオ大分森町店 

福岡県 ゲオ福岡賀茂店  大分県 ゲオ大分高城店 

福岡県 ゲオ福岡姪浜駅前店  沖縄県 ゲオ那覇新都心店 

福岡県 ゲオ大牟田田隈店  沖縄県 ゲオ那覇小禄店 

佐賀県 ゲオ佐賀南部バイパス店  沖縄県 ゲオ宜野湾店 

佐賀県 ゲオ佐賀北部バイパス店  沖縄県 ゲオ津嘉山店 

佐賀県 ゲオ和多田店  沖縄県 ゲオ泡瀬店 

長崎県 ゲオ諫早店  沖縄県 ゲオ西原店 

長崎県 ゲオ大村店  沖縄県 ゲオ沖縄美里店 

 

※取扱い在庫に関しては各店舗でご確認下さい。 

※店舗の詳細は、ゲオオンライン特設ページ（http://geo-online.co.jp/html/PSVR.html）をご覧ください。 

 

以上 

http://geo-online.co.jp/html/PSVR.html

