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ゲオ、
“UQ mobile”と“OCN モバイル ONE”の「格安スマホのりかえキャンペーン」を実施
「UQ WiMAX セット割」を利用すると中古スマートフォン端末代金が最大 35,000 円引き、

iPhone XS[64GB]が 64,800 円で購入可能に
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、2018 年 11 月 1 日（木）か
ら 11 月 30 日（金）まで、全国のゲオショップおよびゲオモバイルの対象店舗で、“UQ mobile”と“OCN
モバイル ONE”2 社の「格安スマホのりかえキャンペーン」を実施します。
＜「格安スマホのりかえキャンペーン」内容＞
【1-1】
“UQ mobile”
「格安スマホのりかえキャンペーン」
全国のゲオショップおよびゲオモバイル 174 店舗で、
“UQ
mobile”の音声通話対応 SIM 契約時に、中古スマートフォン
を“UQ mobile”の割賦契約で同時購入し、即日開通すると端
末の価格が「ブンカツ割」として 15,000 円オフとなり（※1）、
さらに、月額基本料金も「ゲオマンスリー割」として 24 ヶ月
間月額 500 円オフとなるキャンペーンです。
本キャンペーンを適用すると、例えば、99,800 円（税抜、以
下同）（※2）の iPhone XS[64GB]の端末代金を 24 回の分割支
払いにすることができ、
音声通話対応 SIM の月額基本料金 980
円（※3）とあわせて、月額 3,780 円での利用が可能です。（※4）
【1-2】
「UQ WiMAX セット割」
また、店頭で“UQ WiMAX”を契約し、対象の Wi-Fi 対応
機器（※5）であるスマートフォン、タブレット、ゲーム機を同
時購入すると、スマーフォンは 20,000 円オフ、タブレット、
ゲーム機は 10,000 円オフとなります。

＜UQ WiMAX セット割
キャンペーン POP イメージ＞

「格安スマホのりかえキャンペーン」と「UQ WiMAX セット割」を併用すると、中古スマートフォン
の端末代金が最大 35,000 円オフ（※6）になり、例えば、99,800 円（※2）の iPhone XS[64GB]が、64,800
円で購入できます。
なお、格安 SIM の初期手数料と「UQ WiMAX」のモバイルルーターまたはホームルーターの本体代金
はゲオが負担します。
※1 店頭申し込み限定、表示価格は税抜です。端末代金が割引代金に満たない場合は、端末代金が割引の上限額となります
※2 11 月 1 日時点の中古販売価格です
※3 データ通信 月額 3GB、機種代金 24 回払い、無料通話 5 分かけ放題または月 60 分、その他各種条件を適用した場合の価格です。
詳細は各店舗にて確認してください
※4 端末の代金によって契約頭金が発生する場合があります。店舗によって在庫状況が異なります。詳細は各店舗にて確認してください
※5 対象となる Wi-Fi 機器は各店舗へ確認ください。
「UQ WiMAX」は 3 年自動更新プランを契約の場合に限ります
※6 中古スマートフォンの端末を一括購入の場合、最大 20,000 円の割引額となり、また分割の契約は割引後の端末代金が 9,600 円以上の商
品が対象です。
「UQ WiMAX」は 3 年自動更新プランを契約の場合に限ります

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

【2】
“ OCN モバイル ONE”
「格安スマホのりかえキャンペーン」
全国のゲオショップおよびゲオモバイル 306 店舗の店頭で、
“OCN モバイル ONE”の音声通話対応
SIM の契約と中古スマートフォンを同時購入し、
「あんしんモバイルパック」に加入すると、中古スマー
トフォンの端末代金が 15,000 円オフになるキャンペーンです。
（※7）
なお、格安 SIM の初期手数料 3,000 円はゲオが負担します。
ゲオは今後も、ユーザーが中古携帯端末を利用しやすい、さまざまなプランやサービスを提供し、中古
携帯市場の発展に努めていきます。
＜「格安スマホのりかえキャンペーン」概要＞
【1-1】UQ mobile「格安スマホ のりかえキャンペーン」
■実施期間： 11 月 1 日（木）～11 月 30 日（金）
■実施店舗：全国のゲオショップおよびゲオモバイル 174 店舗（※8）
■実施内容：店頭で音声通話対応 SIM 契約と中古スマートフォンを同時
購入し、音声通話対応 SIM 契約時に UQ mobile の割賦契
約をすると「ブンカツ割」として端末の価格が 15,000 円オ
フとなり、
月額基本料金も
「ゲオ マンスリー割」
として 24 ヶ
月間月額 500 円オフになります。対象の格安 SIM の初期手
数料 3,000 円はゲオが負担します。

【1-2】
「UQ WiMAX セット割」
■実施期間： 11 月 1 日（木）～11 月 30 日（金）

＜UQ mobile 格安スマホのりかえ
キャンペーン POP イメージ＞

■実施店舗：全国のゲオショップおよびゲオモバイル 174 店舗（※8）
■実施内容：店頭で“UQ WiMAX”を契約し、対象の Wi-Fi 対応機器であるスマートフォン、タブレット、ゲー
ム機を同時購入すると、スマーフォンは 20,000 円オフ、対象のタブレット、ゲーム機は 10,000 円
オフとなります。
（※5）

【2】OCN モバイル ONE「格安スマホ のりかえキャンペーン」
■実施期間：2018 年 11 月 1 日（木）～11 月 30 日（金）
■実施店舗：全国のゲオショップおよびゲオモバイル 306 店舗（※9）
■実施内容：店頭で「OCN モバイル ONE」の音声通話対応 SIM の契
約と中古スマートフォンを同時購入し「あんしんモバイル
パック」へ加入した場合 15,000 円オフ（※7）になります。
また対象の格安 SIM の初期手数料 3,000 円はゲオが負担し
ます。

※7 店頭申し込み限定、表示価格は税抜、端末代金が割引代金に満たない場合は、端末代金
が割引の上限額となります。対象機種については各店舗へ問い合わせてください
※8 UQ mobile の即日開通店舗が対象です。キャンペーンの実施有無については各店舗へ問い
合わせてください
※9 店頭で OCN モバイル ONE の契約対応を行っている店舗が対象です。キャンペーンの実
施有無については各店舗へ問い合わせてください

＜OCN モバイル ONE 格安スマホ
のりかえキャンペーンPOPイメージ＞

以上

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

