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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、KDDI

バリューイネイブラー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：菱岡 弘）が提供する、au の

4G LTE に対応した MVNO サービス「UQ mobile」の格安ＳＩＭを、７月 17 日（金）より、全国の総合モ

バイル専門店ゲオモバイル全 52 店舗にて取り扱い（※1）を開始し、そのうち即時開通できる店舗を 8

店舗にて提供開始いたします。 
（※1）エントリーパッケージ（http://www.uqmobile.jp/shop/entry/）のみの販売となります。エントリーパッケージを購入後、お客様に

てお申込みが必要になります。 

 

 ゲオは 2009 年 7 月より中古携帯端末の取り扱いを開始し、現在は、販売だけでなく、携帯電話の 

買取・販売を全国のゲオショップ 1,300 店舗で実施しております。また、2014 年 4 月からは MVNO  

市場の拡大も伴い、格安 SIM の販売を全国のゲオショップで展開し、中古携帯端末との相乗効果を

図ってまいりました。今までは、docomo 回線の格安 SIM を販売してまいりましたが、au の中古携帯を

Wi-Fi のみならず、4G LTE 対応エリアにて場所を問わずに活用していただけるよう、この度「UQ 

mobile」の格安 SIM 販売に至りました。 

 

 ゲオモバイル全 52 店舗で取り扱いを開始する「UQ mobile」の格安 SIM は、電話番号だけでメッセ

ージのやりとりができる SMS や、ノート PC やタブレット、ゲーム機をスマートフォンとつないでネット接

続ができるテザリング機能が月額料金無料（※2）でご利用いただくことが可能です。また、そのうち 8

店舗においては、即時開通が可能です。 
（※2）「UQ mobile」ご契約者の方に、オプションサービスとして月額金額無料にて提供。端末の機能によりご利用いただけないことも 

ございます。 

 

 【7 月 17 日（金）よりゲオモバイルが提供可能なサービス】 

① 全国のゲオモバイル 52 店舗で、「UQ mobile」ならびに、中古 au スマートフォンと「UQ mobile」を

組み合わせた「格安スマホ」セット販売による取り扱い 

② 全国のゲオモバイル 52 店舗中 8 店舗で、「UQ mobile」ならびに、中古 au スマートフォンと「UQ 

mobile」を組み合わせた「格安スマホ」セットの即時開通販売 

 

ご利用中の au のスマートフォン（※3）のまま格安 SIM に切り替えたい方や、

お気に入りの中古 au スマートフォンへの買換え、さらに、テザリング機能を活用

して中古スマートフォン・タブレットを上手く活用したい方などにとって便利なサ

ービスとなっております。 
 （※3）「iPhone」は、iOS のバージョン及び機種によってご利用の可否が異なります。 

iOS8／iOS 8.1 ではご利用いただけません。また、OS アップデートを行った iOS 端末では、UQ 

mobile のサービスをご利用いただけません。OS アップデートした場合、iOS のバージョンを元に

戻すことができなくなります。なお、音声通話サービス「VoLTE」は利用できません。 

 

 

中古携帯市場の活性化と拡大を視野に、 

au の 4G LTE 対応「UQ mobile」の格安ＳＩＭを 7 月 17 日より取り扱い開始 
全国のゲオモバイル 52 店舗で取扱い開始、即時開通できる店舗は 8 店舗にて 
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＜「UQ mobile」 SIM 月額料金プランについて＞ 
※価格は税抜表記

料⾦プラン名称 データ高速プラン
データ高速＋

音声通話プラン
データ無制限プラン

データ無制限＋
音声通話プラン

⽉額基本料⾦ 980円 1,680円 1,980円 2,680円

通信速度・容量

最低利⽤期間 － 12ヶ月※ － 12ヶ月※

※ 低利用期間内に解約された場合は、契約解除料（9,500円）がかかります。

※上記費用のほかに初期費用として、SIMパッケージ料金3,000円がかかります。

※音声通話付きプランとデータ専用プランの変更はできません。

月間データ容量3GBまで
受信 大150Mbps

（送信 大25Mbps）
3GBを超えた場合は送受信 大200kbps

月間データ容量無制限で
通信速度 大500kbps

⾼速データ通信を利⽤したい データ量を気にせず利⽤したい

 
 

※料金に関する WEB ページ：http://www.uqmobile.jp/plan/data/  

 

＜中古端末とセットで購入する場合（例）＞ 
※価格は税込表記

端末 分割回数 ⽉額 分割契約備考

データ高速 月額1,058円 24回

2,058円
(通信量1,058円＋分割代金1000円）

※初回のみ3,014円（1,058円+1,956円）
※25回目以降は1,058円

データ高速
プラン

+
音声通話

月額1,814円 24回

2,814円
（通信量1,814円＋分割代金1,000円）

※初回のみ3,770円（1,814円+1,956円）
※25回目以降は1,814円

※頭金0円
※割賦手数料6％
※現金販売価格23,544円（SIMパッケージ代金3,240円含む）
※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）

料⾦プラン

20,304円の中古端末

 
＜即時開通可能な対象店舗＞ 

【北海道】 ゲオモバイル札幌狸小路 3 丁目店 （北海道札幌市中央区南二条西 4 丁目 9 番地 2） 

 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 ゲオ函館昭和店内） 

【関 東】  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 ゲオフレスポ八潮店内） 

【東 海】  ゲオモバイル掛川大池店 （静岡県掛川市大池 652 番地 ゲオ掛川大池店内） 

 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） 

【関 西】  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） 

【九 州】  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 ゲオ福岡吉塚駅前店内） 

 ゲオモバイル時津店 （長崎県西彼杵郡時津町左底郷 1832-1） 

※お申し込みが 18 時 30 分以降の場合は、翌日のお渡しになります。  

 

【ゲオモバイルとは】 

全国のゲオで買取した 1,000 台以上の中古携帯・スマートフォンだけでは

なく、新品端末、格安 SIM を取り揃え、お客様に合った端末を“選ぶ楽しさ”

を提供する総合モバイルショップです。また、スマートフォンやタブレットな

どのグッズやアクセサリー商品も扱っております。 

その他、全国のゲオモバイル 52 店には、お客様のお問い合わせにいつで

も応えられる提案型の専門スタッフ「スマホ相談員」が在籍しており、新規契

約や機種変更、各種オプション設定など、モバイル初心者の方でも気軽に

ご相談いただける環境となっております。 

※ゲオモバイル WEB ページ  ：http://geo-mobile.jp/   

ゲオモバイル京都新京極店


