
 

 

 本件に関するお問い合わせは下記までお願いします 

株式会社ゲオホールディングス 総合企画部 広報課 担当：赤羽根 

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

                    2017年9月7日 

各位 

株式会社ゲオホールディングス 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、全国のゲオショップおよび 

ゲオモバイル113 店舗で、2017年8月4日（金）より実施中の「UQ mobile＆中古スマホおまとめ購入

特別割引」キャンペーンを9月30日（土）まで延長することを決定しました。 

 

 「UQ mobile＆中古スマホおまとめ購入特別割引」は、ゲオショップで、UQ mobile の音声通話対応

SIMカードとUQ mobile対応の中古スマートフォンを2台同時購入し、即日開通契約をすると合計金額

から最大28,000円オフとなるキャンペーンです。 

 

  本キャンペーンは、家族で格安 SIM カードや中古スマホを利用し、月々の携帯料金を節約したいファ

ミリー層を主なターゲットとしています。さらに、UQ mobileが、9月7日より開始する割賦販売は中古

携帯端末も対象となり、中古携帯端末購入時の初期費用を軽減することができます。携帯端末の買い替え

シーズンや中古割賦販売開始に合わせて本キャンペーンを延長することで、中古スマートフォンの複数台

利用を促します。 

  

  

■「UQ mobile＆中古スマホおまとめ購入特別割引」 

実施期間：2017年8月4日（金）〜9月30日（土） 

実施店舗：次ページご参照 

対象商品：UQ mobile対応中古スマートフォン 

実施内容：UQ mobileの音声通話対応SIMカードと 

中古スマートフォンを2台同時購入し、 

即日開通契約で合計金額から最大28,000円を割引き 

      

※タイトル及び文中の料金表示は税別です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

UQ mobile の中古端末割賦販売開始に伴い、 

「ゲオモバイル×UQ mobile」おまとめ購入特別割引の延長を決定 

音声対応SIM「UQ mobile」と中古スマホ 2台同時購入で 28,000 円オフ 

全国のゲオ、ゲオモバイル 113店舗にて実施、9月 30日まで 

NEWS RELEASE NEWS RELEASE 
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■「UQ mobile＆中古スマホおまとめ購入特別割引」実施店舗一覧 

エリア 店舗名 住所 

北海道 ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ札幌手稲店 北海道札幌市手稲区前田六条13丁目1番15号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ札幌西町店 北海道札幌市西区西町南8丁目3番3号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞ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 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ札幌狸小路3丁目店 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 1F 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ札幌狸小路4丁目店 北海道札幌市中央区南二条西4丁目9番地2 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ札幌南郷通店 北海道札幌市白石区南郷通20丁目南3番地23号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ滝川東町店 北海道滝川市東町7丁目7番14号 

ｹﾞｵ岩見沢店 北海道岩見沢市大和1条9丁目2番地2 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ旭川大町店 北海道旭川市大町二条8丁目77番地の2 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ苫小牧新生台店 北海道苫小牧市双葉町1丁目22番 

ｹﾞｵ室蘭東町店 北海道室蘭市東町1丁目13番 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ函館昭和店 北海道函館市昭和3丁目24番18号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ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 

ｹﾞｵﾌﾚｽﾎﾟ帯広稲田店 北海道帯広市稲田町南9線西11番地1 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ釧路鳥取店 北海道釧路市鳥取大通2丁目2番8号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ中標津店 北海道標津郡中標津町東二十六条北1丁目1番地 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ北見南大通店 北海道北見市とん田西町248番地2 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ紋別店 北海道紋別市落石町2丁目30番3号 

東北 ｹﾞｵ気仙沼南郷店 宮城県気仙沼市南郷1番地の4 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ仙台八乙女店 宮城県仙台市泉区八乙女中央1丁目6番15号 

ｹﾞｵ仙台中野店 宮城県仙台市宮城野区中野字大貝沼21番地 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙいわき平上荒川店 福島県いわき市平上荒川字長尾59番地の1 

ｹﾞｵ郡山城清水店 福島県郡山市城清水18番地 

関東 

・甲信越 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ池袋北口店 東京都豊島区西池袋1丁目29番14号 ｵﾘｴﾝﾄ池袋 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙｱｷﾊﾞ店 東京都千代田区外神田1丁目14番1号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞ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 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目1番1号 三上ビル 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ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 

ｹﾞｵ江戸川店 東京都江戸川区大杉3丁目10番1号 

ｹﾞｵ綾瀬店 東京都足立区綾瀬3丁目14番2号 ﾙﾐｴｰﾙ･ｱﾔｾ 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ北新宿店 東京都新宿区北新宿3丁目4番1号 

ｹﾞｵ平塚四之宮店 神奈川県平塚市四之宮6丁目14番40号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞ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 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ大宮駅前店 埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目5番地4 中西ﾋﾞﾙ 1F 

ｹﾞｵ吉川店 埼玉県吉川市大字保439番地 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙﾌﾚｽﾎﾟ八潮店 埼玉県八潮市大瀬1丁目1番地3 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ草加新田店 埼玉県草加市旭町1丁目381番地1 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙつるせ店 埼玉県富士見市関沢2丁目24番35号 

ｹﾞｵ市原店 千葉県市原市東五所5番地18 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ富里店 千葉県富里市七栄575番地 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ並木店 栃木県真岡市並木町4丁目6番地23 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ佐野高萩店 栃木県佐野市高萩町411番地 

ｹﾞｵ城東店 栃木県小山市城北6丁目4番地13 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ足利鹿島店 栃木県足利市鹿島町47番地 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ三和店 茨城県古河市諸川1224番地 
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ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ館林店 群馬県館林市富士見町12番60号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ笠懸店 群馬県みどり市笠懸町阿左美143番地 

ｹﾞｵ飯塚店 群馬県高崎市飯塚町1005番地1 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ藤岡店 群馬県藤岡市藤岡892番地1 

ｹﾞｵ茅野店 長野県茅野市ちの2617番地4 

中部 ｹﾞｵﾓﾊﾞ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 

ｹﾞｵﾓﾊﾞ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 

ｹﾞｵﾓﾊﾞ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5番12号 森の地下街中央一番街18番 

ｹﾞｵ豊橋藤沢店 愛知県豊橋市藤沢町123番地 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ豊田広路店 愛知県豊田市広路町2丁目8番地 

ｹﾞｵﾓﾊﾞ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 

ｹﾞｵ名古屋大曽根店 愛知県名古屋市東区矢田1丁目3番1号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ金山駅北口店 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 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ名古屋高畑店 愛知県名古屋市中川区野田1丁目710番地 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ西尾店 愛知県西尾市山下町東八幡山102番地2 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ扶桑店 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字下野7番地 

ｹﾞｵ一宮ｲﾝﾀｰ店 愛知県一宮市島崎1丁目7番7号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ御殿場店 静岡県御殿場市川島田字石原坂368番地 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ富士店 静岡県富士市伝法3024番地の1 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ富士宮店 静岡県富士宮市富士見ヶ丘65番地 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ掛川大池店 静岡県掛川市大池652番地 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ津南店 三重県津市藤方590番地1 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ金沢御経塚店 石川県野々市市御経塚5丁目62番地 

ｹﾞｵ富山上飯野店 富山県富山市上飯野字水窪41番地4 

関西 ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ大阪駅前第3 ﾋﾞﾙ店 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3号 大阪駅前第3 ﾋﾞﾙ B2F 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ大阪なんば店 大阪府大阪市中央区難波千日前7番8号 ﾀｶﾞﾜﾋﾞﾙ 1F 

ｹﾞｵ天六店 大阪府大阪市北区国分寺2丁目1番1号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ八尾店 大阪府八尾市東本町4丁目2番50号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞ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 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ大阪日本橋店 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目11番1号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ京都新京極店 京都府京都市中京区新京極通蛸薬師下る東側町535番地 

ｹﾞｵ山科東野店 京都府京都市山科区東野北井ﾉ上町1番地6 大翔第一ﾋﾞﾙ 1F 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ神戸三宮店 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 

ｹﾞｵ伊丹店 兵庫県伊丹市行基町2丁目1番地3 

中国・四国 ｹﾞｵ東広島西条店 広島県東広島市西条中央3丁目6番5号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ福山みどりまち店 広島県福山市松浜町3丁目8番38号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ下中野店 岡山県岡山市北区下中野465番地の4 

ｹﾞｵ東ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 香川県高松市太田下町2481番地1 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ丸亀南店 香川県丸亀市田村町平池823番地1 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ今治鳥生店 愛媛県今治市南鳥生町3丁目1番19号 

九州・沖縄 ｹﾞｵﾓﾊﾞ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 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ福岡東光寺店 福岡県福岡市博多区東光寺町2丁目7番30号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ福岡博多口店 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞ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 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ福岡西新店 福岡県福岡市早良区西新4丁目8番20号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ北九州葛原店 福岡県北九州市小倉南区葛原東2丁目1番1号 
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九州・沖縄 ｹﾞｵﾓﾊﾞ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 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙｲｵﾝﾀｳﾝ黒崎店 福岡県北九州市八幡西区西曲里町4番1号 

ｹﾞｵ福岡和白丘店 福岡県福岡市東区和白丘3丁目4番39号 

ｹﾞｵ久留米ｲﾝﾀｰ店 福岡県久留米市東合川2丁目4番20号 

ｹﾞｵ大野城店 福岡県大野城市錦町3丁目5番30号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ時津店 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

ｹﾞｵｻﾝﾛｰﾄﾞｼﾃｨ熊本店 熊本県熊本市東区東町3丁目2番33号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ中津店 大分県中津市大字下池永114番地 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ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 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ那覇新都心店 沖縄県那覇市おもろまち4丁目3番22号 

ｹﾞｵ那覇小禄店 沖縄県那覇市赤嶺1丁目3番10号 

ｹﾞｵ宮古店 沖縄県宮古島市平良西里1290番地 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ石垣店 沖縄県石垣市字真栄里266番地の1 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ宜野湾店 沖縄県宜野湾市宇地泊697番地 

ｹﾞｵ与那原店 沖縄県島尻郡与那原町字与那原1106番地 

ｹﾞｵｻﾝｴｰしおざきｼﾃｨ店 沖縄県糸満市潮崎町2丁目2番地 

ｹﾞｵ泡瀬店 沖縄県沖縄市高原7丁目22番7号 

ｹﾞｵ石川店 沖縄県うるま市石川1丁目14番1号 

ｹﾞｵ西原店 沖縄県浦添市当山2丁目2番3号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ沖縄美里店 沖縄県沖縄市美原3丁目22番28号 

ｹﾞｵ名護びいまた店 沖縄県名護市大北5丁目22番18号 

ｹﾞｵ北谷国道58号店 沖縄県中頭郡北谷町北前1丁目6番10号 

 


