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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、以下 

ゲオ）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、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「ゲオスマホ」 

3 機種を、全国のゲオモバイル 50 店舗にて順次発売いたします。 

 

 ゲオは、格安 SIM 市場のさらなる浸透・拡大を目的として、2015 年 4 月より、独自のオリジナル   

パッケージSIM「ゲオ×OCN 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」を新たに展開してまいりました。サービス開始以来、予想を

上回るほど多くのお客様からご好評をいただいておりますが、今回、さらに幅広いお客様のご要望に

お応えするために、新たな機種を投入することにいたしました。 

 

 ゲオスマホの新機種として登場するのは、 

①「ZenFone2」（ASUS JAPAN 製）：世界初の（※1）大容量 4GB メモリ搭載 

②「ARROWS M01」（富士通製）：防水・防塵対応 

③「AQUOS SH-M01」（シャープ製）：ワンセグや防水機能搭載 

の 3 機種です。SIM フリースマートフォン販売台数 1 位を誇る人気ブランドである ASUS を始め、まだ

まだ SIM フリー市場では海外端末が主流の中、富士通、シャープといった国内最大手メーカーの  

最新機種を取り揃えました。 
  （※1） 2015 年 4 月 ASUS 自社調べ 

 

 また、7 月 1 日より SIM カード購入特典を強化し、「ゲオ×OCN SIM」契約者に、全国のゲオでご  

利用いただける“旧作・準新作ＤＶＤ/ＢＤレンタル 2 点無料クーポン“が毎月貰えるお得な特典の  

提供を開始いたします（※2）。 
（※2）「無料クーポン」取得のためには、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。契約後より 2 年間有効。 

 

 SIM ロック解除の義務化がついに 2015 年 5 月より始まり、ますます格安スマホ市場が激化していく

中で、ゲオは、中古市場の活性化も視野に、格安スマホ市場全体を牽引する企業として、より一層の

サービスの充実を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ゲオスマホ」に、国内メーカーと ASUS 機種を追加投入！今後の中古市場も見据え、 

高機能を搭載した SIM フリースマートフォン 3 機種が新登場！ 
SIM カード購入特典を強化！“ＤＶＤ/ＢＤレンタル 2 点無料クーポン“を 7 月 1 日から提供開始 

株式会社 ゲオホールディングス
（東証 1 部、証券コード： 2681）

情報管理部  TEL:０５２－３５０－５７１１
E-mail：info@geonet.co.jp

「ZenFone2」商品画像 「ARROWS M01」商品画像 「AQUOS SH-M01」商品画像 



 

【リリースに関するお問い合わせ先】 
株式会社ゲオホールディングス 担当：冨永  TEL：03−5911-5784 

【報道関係者様からのお問い合わせ】 
ゲオ PR 事務局（株式会社エンパシージャパン内） 担当：小久保・渡辺・仁地 

TEL：03-6721-1588 MAIL：kokubo@empathyjapan.co.jp 

【新機種 スペック】 

■ASUS 「ZenFone2」 

・販売価格 ：45,800 円（税込 49,464 円） 

・OS ：Android™ 5.0  

・CPU ：Intel® Atom™ Quad Core Z3580 (2.3GHz), PowerVR G6430 

     Intel® Atom™ Quad Core Z3560 (1.8GHz), PowerVR G6430 

・メモリ ：2GB/4GB LPDDR3 RAM 

・ディスプレイ ：5.5 型、Full HD 1920x1080、IPS、 

          静電容量方式マルチタッチスクリーン 

・サイズ ：約 152.5 ×約 77.2 ×約 3.9 mm 〜 10.9 mm 

・重量 ：約 170g 

・カメラ画素数 ：アウトカメラ：1300 万画素 

          インカメラ：500 万画素  

・SIM サイズ ：microSIM 

・Wi-Fi 通信 ：IEEE802.11a/b/g/n/ac（テザリング可能） 

・本体カラー ：ブラック/レッド/ゴールド/グレー 

・発売日 ：2015 年 6 月 12 日（金） 

 

■富士通 「ARROWS M01」 

・販売価格 ：36,800 円（税込 39,744 円） 

・OS ：Android™ 4.4 

・CPU ：MSM8926 1.2GHz Quad Core  

・メモリ ：RAM 1GB  ROM 8GB 

・ディスプレイ ：4.5 インチ HD 有機 EL（720×1280） 

・サイズ ：約 138×67×10.9mm 

・重量 ：約 153g 

・カメラ画素数 ：アウトカメラ：約 800 万画素(フラッシュ有 LED ライト) 

インカメラ：約 130 万画素 

・SIM サイズ :microSIM 

・Wi-Fi 通信 ：IEEE802.11a/b/g/n/ac（テザリング可能） 

・本体カラー ：ホワイト/ブラック 

・発売日 ：2015 年 6 月 30 日（火） 

 

■シャープ 「AQUOS SH-M01」 

・販売価格 ：46,000 円（税込 49,680 円） 

・OS ：Android™ 4.4.2 

・CPU ：MSM8974 2.2GHz Quad Core  

・メモリ ：RAM 2GB  ROM 16GB 

・ディスプレイ ：約 4.5 インチ約 1,678 万色 IGZO 

          （1,080×1,920 ドット フル HD） 

・サイズ ：約 128mmx63mmx9.8mm（最厚部：約 9.9mm） 

・重量 ：約 120g 

・カメラ画素数 ：アウトカメラ：約 1310 万画素 CMOS 裏面照射型 

インカメラ：約 120 万画素 CMOS 裏面照射型 

・SIM サイズ ：microSIM 

・Wi-Fi 通信 ：IEEE802.11a/b/g/n/ac（テザリング可能） 

・本体カラー ：ホワイト 

・発売日 ：2015 年 6 月 30 日（火）（予定） 



 

【リリースに関するお問い合わせ先】 
株式会社ゲオホールディングス 担当：冨永  TEL：03−5911-5784 

【報道関係者様からのお問い合わせ】 
ゲオ PR 事務局（株式会社エンパシージャパン内） 担当：小久保・渡辺・仁地 

TEL：03-6721-1588 MAIL：kokubo@empathyjapan.co.jp 

◆『ゲオスマホ』とは 

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です。 

『ゲオスマホ』は、「ゲオ×OCN SIM」の展開と同時に、SIM フリー端末 freetel の「priori2」、HUAWEI の

「G620S」の新品スマホ 2 機種を展開してまいりました。そして、今回、新発売となる 3 機種が加わることに

よって、お客様は“新品 5 機種もしくは、現在ゲオが保有する中古スマホ”から端末をお選びいただき、

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。  

   

＜ゲオスマホ・ラインナップ＞ ※2015 年 6 月 25 日時点 

●新品SIMフリー端末 ※価格は税込表記

発売⽇ 分割回数 ⽉額 備考

富士通
「ARROWS M01」

6/30 音声対応 月額1,728円 24回 3,528円

※初回のみ4,163円+1,728円＝5,891円
※25回目以降は月額1,728円
※割賦手数料6％
※現金販売価格42,984円
※支払期間2年
※実質年率5.66％
※支払総額45,563円（初回4,163円＋1,800円×23回）

シャープ
 「AQUOS SH-M01」

6/30
（予定）

音声対応 月額1,728円 24回 4,028円

※初回のみ3,195円+1,728円＝4,923円
※25回目以降は月額1,728円
※割賦手数料6％
※現金販売価格52,920円
※支払期間2年
※実質年率5.66％
※支払総額56,095円（初回3,195円＋2,300円×23回）

ASUS
「ZenFone2」

6/12 音声対応 月額1,728円 24回 4,028円

※初回のみ2,966円+1,728円＝4,694円
※25回目以降は月額1,728円
※割賦手数料6％
※現金販売価格52,704円
※支払期間2年
※実質年率5.66％
※支払総額55,866円（初回2,966円＋2,300円×23回）

freetel
「priori2」

4/2 音声対応 月額1,728円 12回 2,828円

※初回のみ2,138円+1,728円＝3,866円
※13回目以降は月額1,728円
※割賦手数料3％
※現金販売価格13,824円
※支払期間1年
※実質年率6.49％
※支払総額14,238円（初回2,138円＋1,100円×11回）

HUAWEI
「G620S」

4/2 音声対応 月額1,728円 24回 2,828円

※初回のみ3,091円+1,728円＝3,866円
※13回目以降は月額1,728円
※割賦手数料6％
※現金販売価格26,784円
※支払期間2年
※実質年率5.66％
※支払総額28,391円（初回3,091円＋1,100円×23回）

※SIM、料金プラン詳細は下記をご参照ください。

端末名 対応SIM※

 

 
●中古スマホ端末 ※価格は税込表記

分割回数 ⽉額 備考

音声対応 月額1,728円 24回 2,728円

※初回のみ1,956円+1,728円＝3,684円
※25回目以降は1,728円
※割賦手数料6％
※現金販売価格23,544円
※支払期間2年
※実質年率5.66％
※支払総額24,956円（初回1,956円＋1,000円×23回）

データ通信
専用

月額972円 24回 1,972円

※初回のみ1,956円+972円＝2,928円
※25回目以降は972円
※割賦手数料6％
※現金販売価格23,544円
※支払期間2年
※実質年率5.66％
※支払総額24,956円（初回1,956円＋1,000円×23回）

※SIM、料金プラン詳細は下記をご参照ください。

対応SIM※端末

20,304円（税込）の中古端末

 
 

 

 



 

【リリースに関するお問い合わせ先】 
株式会社ゲオホールディングス 担当：冨永  TEL：03−5911-5784 

【報道関係者様からのお問い合わせ】 
ゲオ PR 事務局（株式会社エンパシージャパン内） 担当：小久保・渡辺・仁地 

TEL：03-6721-1588 MAIL：kokubo@empathyjapan.co.jp 

＜「ゲオ×OCN SIM」メニュー、月額料金プラン、特典について＞    

※価格は税別表記

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

SNS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

※「無料クーポン」取得のためには、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。契約後より2年間有効。

⽉額料⾦プラン
SIMカード 特典

＜7/1より＞
旧作・準新作ＤＶＤ/BD
レンタル2点無料クーポン

＜変更前＞
旧作DVD/BDレンタル
100円引きクーポン

 
 

※参考 URL ： http://geo-online.co.jp/campaign/488 


