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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、「ゲオモバイル栄 森の地

下街店」を 4 月 23 日（土）にオープンいたします。 

 

「ゲオモバイル栄 森の地下街店」では、スマホの専門知識を持った「スマホ相談員」が常駐し、お客様の

お悩みを即時に解決いたします。駅地下街で改札口近傍という便利な立地にあるため、通勤通学や買い

物帰りなどに、気軽にお立ち寄りいただけます。 

 

スマートフォンは複雑な設定が多いため、ゲオモバイルでは、アドレス帳の移行、アカウント、メール、認

証等の各種初期設定やアプリ設定などの相談を多く受けております。また、外出先でのスマホの動作不

良や充電切れなどは、スマホユーザーの殆どが経験していることと思います。そんなお客様のお悩みをス

ムーズに解決するため、2017 年 3 月末までに開店する見込みのゲオモバイル単独店 10 店舗のうち 7 店

舗は、利便性の高い駅地下や駅構内での出店を計画しております。 

 

総務省による端末価格実質 0 円の是正方針や、3 月 31 日に発売された「iPhone SE」への買い替えなど

により、今後スマホの買取需要の伸びが期待されます。通勤や通学途中など生活導線上へ出店することで、大

切な休日を使わずとも、お気軽に買取依頼や見積依頼ができる環境と、初心者に優しいサポート窓口を作っ

ていく考えです。 
 

ゲオは、「豊かで楽しい日常の暮らしを提供する」を理念に掲げ、お客様のスマホ生活に寄り添い、より

便利により気軽にご利用いただけるモバイルショップの事業拡大を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月 23 日（土）ゲオモバイルが名古屋栄に初の地下街店舗をオープン！ 

スマホの相談所 「ゲオモバイル栄 森の地下街店」 

株式会社 ゲオホールディングス 
（東証1 部、証券コード： 2681） 

広報部  TEL:03-5911-5784 
E-mail：geo-pr@geonet.co.jp 

NEWS RELEASE NEWS RELEASE 

＜スマホ相談員＞ 
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【店舗概要】 

■店舗名  ゲオモバイル栄 森の地下街店 

■オープン日 2016 年4 月23 日（土）  

■住所  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 

■営業時間 10:00～21:00 無休 

■電話  052-950-2671 

■店舗面積 8.6 坪 

■主なサービス 携帯電話・スマートフォン・タブレットの販売と買取 

格安スマホの受付（ゲオ×OCNSIM、UQmobile、ブラステル） 

   各種スマートフォンの設定サービス 

液晶コーティング 

各種アクセサリーの販売 

充電サービス、他 

 

【ゲオモバイルとは】 

中古携帯・スマートフォン・タブレット、その他にも新品端末や格安SIM、各種アクセサリーを取り揃えた、“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。 

全国のゲオモバイル 55 店では、お客様のお問い合わせにいつでも応えられる専門スタッフ「スマホ相談員」

が常駐し、格安 SIM へのご質問、新規契約や機種変更、各種設定など、モバイル初心者の方でも気軽にご相

談いただけます。 

※ゲオモバイルサイト：http://geo-mobile.jp/ 

 

【ゲオモバイル店舗一覧】（4 月14 日時点） 

 

店舗名 住所 

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 

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 

苫小牧新生台店 北海道苫小牧市双葉町1 丁目22 番 

札幌西町店 北海道札幌市西区西町南8 丁目3 番3 号 

札幌狸小路店5F 北海道札幌市中央区南二条西3 丁目6 番地1 ｻﾝﾃﾞﾊﾟー ﾄﾋﾞﾙ 5F 

函館昭和店 北海道函館市昭和3 丁目24 番18 号 

函館戸倉店 北海道函館市戸倉町268 番地2 ﾌﾚｽﾎﾟ函館戸倉ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 

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 

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 

千歳駅前店 北海道千歳市千代田町6 丁目12 番地 

滝川東町店 北海道滝川市東町7 丁目7 番14 号 

旭川大町店 北海道旭川市大町二条8 丁目77 番地の 2 

帯広ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝ店 北海道帯広市白樺十六条西2 丁目45 番地1 

釧路鳥取店 北海道釧路市鳥取大通2 丁目2 番8 号 

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 

北見南大通店 北海道北見市とん田西町248 番地2 

紋別店 北海道紋別市落石町2 丁目30 番3 号 

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 

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 
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ｱｷﾊﾞ店 東京都千代田区外神田1 丁目14 番1 号 

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 

中野ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ店 東京都中野区中野5 丁目52 番15 号 

ﾌﾚｽﾎﾟ八潮店 埼玉県八潮市大瀬1 丁目1 番地3 

草加新田店 埼玉県草加市旭町1 丁目381 番地1 

毛呂山店 埼玉県入間郡毛呂山町中央2 丁目30 番8 号 

新行田店 埼玉県行田市行田120 番1 号 

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 

並木店 栃木県真岡市並木町4 丁目6 番地23 

足利鹿島店 栃木県足利市鹿島町47 番地 

館林店 群馬県館林市富士見町12 番60 号 

笠懸店 群馬県みどり市笠懸町阿左美143 番地 

藤岡店 群馬県藤岡市藤岡892 番地1 

栄 森の地下街店（4/23 オープン） 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 

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 

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 

名古屋高畑店 愛知県名古屋市中川区野田1 丁目710 番地 

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 

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 

ﾋﾞﾊﾞﾘｰ扶桑店 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字下野7 番地 

御殿場店 静岡県御殿場市川島田字石原坂368 番地 

富士店 静岡県富士市伝法3024 番地の 1 

富士宮店 静岡県富士宮市富士見ヶ丘65 番地 

掛川大池店 静岡県掛川市大池652 番地 

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 

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 

くらわんか枚方店 大阪府枚方市池之宮1 丁目2 番12 号 

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 

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 

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

ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞおおいた店 大分県大分市金池南1 丁目1 番5 号 

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 

福岡吉塚駅前店 福岡県福岡市博多区吉塚本町13 番21 号 

福岡西新店 福岡県福岡市早良区西新4 丁目8 番20 号 

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 

那覇新都心店 沖縄県那覇市おもろまち 4 丁目3 番22 号 

 


