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 拡大するサブスク、シェアエコ市場

　当連結会計年度における国内経済は

緩やかな景気回復基調で推移したもの

の、2019年10月には消費税率引上げが

実施され、また当第4四半期には新型コ

ロナウイルスの感染拡大防止のための

外出自粛要請が出され、個人消費におい

て先行き不透明な状況が続きました。

　このような環境のもと、当社グループ

では、｢豊かで楽しい日常の暮らしを提供

する｣を企業理念とし、環境の変化に合わ

せた取り組みを試行しながら、実店舗で

の販売網及びシェアの拡大とEC併売等

シームレスなサービス提供基盤整備に

努めてきました。

　これらの結果、2020年3月期の連結

業績（2019年4月～2020年3月）は、売

上高3,050億円（前年比104.3％）、売上

総利益1,238億円（同101.7％）、販管費

1,137億円（同107.2％）、営業利益100

億円（同64％）、営業利益率は3.3％となり

ました。経常利益は107億円（同61.1％）、

当期純利益38億円（同37.3％）でした。

■ 	主要商材別売上高・売上総利益
　主要商材別では、リユース商材の売上

増加により、総売上高が伸長しました。

「メディア系リユース」の売上高は560

億円（前年比103.5％）、売上総利益は

223億円（同97.4％）でした。「リユー

ス系リユース」の売上高は662億円（同

126.2％）、売上総利益は392億円（同

109.5％）でした。セカンドストリートを

主力とするリユース系店舗は、リユース市

場の成長が継続し、既存店売上が堅調な

推移を続け、また新規出店による店舗数

増加と、当期に取得した高級時計・ブラン

ドバッグ等のリユース卸売りを行う株式

会社おお蔵の連結効果もあり売上高を

伸ばし、「リユース系リユース」の売上高が

「メディア系リユース」の売上高を上回る

規模にまで成長しました。「レンタル」の売

上高は579億円（同93.1％）、売上総利益

は364億円（同95.2％）でした。「新品」の

売上高は841億円（同94.3％）、売上総利

益は128億円（同103.0％）でした。

　レンタルの売上減少に伴う粗利の減

少を仕入れのコントロールに努めたこ

と、またセカンドストリートで主に取り扱

う粗利率の高いリユース系リユース商材

の増加により、売上総利益（粗利）も前年

を上回ることができました。

　ゲオグループの重点取組みとして5

つを掲げています。1つ目は「リユース

市場の深耕」です。リユースに対する認

知向上により成長が続いているリユー

ス市場で圧倒的N0.1企業を目指し、

2023年3月期末までに800店舗体制

を実現すべく、総合リユース業態のほ

か、大型店「スーパーセカンドストリー

ト」、衣料特化型店、ラグジュアリーブラ

ンド特化型店、アウトドア専門店、楽器専

門店、買取専門店等の立地特性に合わ

せた専門店フォーマットでの出店も加

えることにより、リユース市場の深耕を

続けています。

　また、セカンドストリートの海外展開

として、2020年5月末時点でアメリカ

で6店舗の運営、マレーシアでは卸売業

と4店舗の運営を行っており、2021年

3月期はアメリカ7店舗、マレーシアは

2020年5月にオープンした1店舗を含

めた2店舗の出店を計画しています。ま

た台湾でも子会社(台灣極沃股份有限

公司)を設立(2019年8月)して、今期3

店舗の出店を計画しています。なお、1

号店の出店に先立ち2020年4月に台

北市内の複合商業施設内に期間限定

ショップをオープンしました。

グループ業績報告

　ゲオグループは、このほど2020年3月期の連結業績を発表しました。「セカンドストリート」と
「おお蔵」の寄与によるリユース系リユース商材の売上高増加により、売上高は前年比104.3％
の増収となりました。業績の概要、今期の見通しなどについて説明します。

リユース商材の売上大幅増により
初めて売上高3,000億円を突破

■ 重点取り組み
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　2つ目は「寡占市場でのメディア商材

の最大利益化」です。ゲオ限定商品とし

てDVDプレイヤー、ゲーム周辺機器、イ

ヤホン、4K対応テレビ等の既存メディ

ア商材と親和性が高い新品商材販売

を拡充するとともに、ゲオショップでも

黒物家電やパソコンを中心に新たなリ

ユース商材として買取・販売を開始して

います。

　「ゲオあれこれレンタル」は、カメラ、

家電製品やスマートフォンなどのさま

ざまな品物が必要なときに必要な期間

だけレンタルできるWEBサービスです。

近年のローコストなライフスタイルの

ニーズに応えるため、2019年11月よ

リサービスを開始しました。

　3つ目は「新規フォーマット・商材の育

成と獲得」です。Luck・Rack Clearance 

Market（ラック・ラック クリアランス 

マーケット）は、アパレルメーカーの生

産余剰品やシーズンオフ品などを仕入

れて、店内商品全てをいつでもセール

価格で提供するOPS（オフプライススト

ア）業態です。2020年3月期に5店舗の

出店を行い、今後も最適立地の確立と

オペレーションの標準化を進めながら

チェーン展開を行っていきます。

　リユースラグジュアリー部門の強化

については、「おお蔵」の高級時計、ブ

ランドバッグなどのラグジュアリーブ

ランドのリユース商材調達力を生か

し、セカンドストリートにおいてもラグ

ジュアリー強化店を設け、また「OKURA 

TOKYO」としても店舗出店を行うこと

により国内リユース市場におけるラグ

ジュアリー商材部門でもNO.1を目指し

ます。

　4つ目は「ITの積極活用とオンライン

の強化」です。当社のサービスのうち、小

売サービスにおける電子商取引が関与

した売上高は、前期比129.7%と伸長

しています。自社サイトの認知向上と店

舗とECサイトでの併売等お客様が求め

るシームレスなサービス提供基盤整備

に努めます。

　5つ目は「人材の育成と教育投資」で

す。一般財団法人日本次世代企業普及

機構が主催する「ホワイト企業アワード」

で、2019年の「ダイバーシティ＆インク

ルージョン部門」受賞に続き、2020年に

「ワーク・ライフバランス部門」を受賞

しました。当社グループでは多様な人

材が活躍する企業を目指すダイバーシ

ティ推進活動を進めています。

■ 	今後の見通し
　2021年3月期の見通しについては、

新型コロナウイルス感染症の影響下、当

社グループ店舗でも休業・営業時間短

縮等の対応を行っており、その影響度を

下げながらも期末まで影響は継続する

ものと認識しています。

　そのような状況下ではありますが、　

リユース店舗ではセカンドストリートの

国内外での出店継続、新規フォーマット

としてオフプライスストアと文具ディス

カウント店の出店を進めることと、巣ご

もり需要の発生により売上高は前年並

みの3,000億円を想定しています。ま

た、セカンドストリートの認知向上なら

びにEC事業についての積極的な広告

宣伝活動を行うことによる減益を想定

しています。

■ 2020年3月期連結業績
（単位：百万円）

2019年3月期 2020年3月期

売上高 292,560 305,057

営業利益 15,668 10,022

経営利益 17,632 10,765

親会社株主に帰属
する当期純利益 10,301 3,844

■ 2020年3月期商材別売上高・売上総利益
（単位：百万円）

商材別売上高 前期比 商材別
売上総利益 前期比

メディア系リユース 56,048 103.5％ 22,354 97.4％

リユース系リユース 66,269 126.2％ 39,213 109.5％

レンタル 57,962 93.1％ 36,443 95.2％

新品 84,129 94.3％ 12,817 103.0％

その他 40,648 118.2％ 12,972 105.6％

※��メディア事業およびリユース事業の事業別集計ではなく、各事業における商材
　（メディア系リユース・リユース系リユース・レンタル・新品・その他）を集計
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■ 2020年3月期の売上推移 ■ 2020年3月期の営業利益推移

グループ業績報告

2021年3月期はリユースへの投資継続及び
新規フォーマット・商材の育成を行う
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　「モノの所有」から「利用」へと消費者の意識が変わる中、（株）ゲオは
2019年11月、高級家電やスマートフォンなどのレンタルサービス「ゲオあれ
これレンタル」をスタートしました。既存事業のノウハウを生かし、サービス
が始まって約3カ月間で登録者は1万人を超えました。ゲオ事業部ゲオオン
ライン事業課の三上真一郎マネージャーに、サービスの特徴や、今後の戦略
を聞きました

――「ゲオあれこれレンタル」について

教えてください。

　「ゲオあれこれレンタル」は、生活家

電などの物品をレンタルできるWEB

サービスです。取り扱い商品はカメラや

美容家電、スマートフォンなどを中心に

現在のところ約470種類で、インター

ネット上で商品や数量、レンタル期間を

選択すれば、注文が完了します。宅配で

受け取り、返却はコンビニエンスストア

からもできます。

――「ゲオあれこれレンタル」のサービ

スを始めて約7カ月がたちました。どの

ような経緯で家電のレンタルサービス

を始めたのか、また、これまでの手応え

を教えてください。

　当社はDVDやCDのレンタル、ゲー

ム、家電やデジタル機器などの売買を

行う「ゲオショップ」のメディア事業、総

合リユースショップ「セカンドストリー

ト」などのリユース事業などを行ってい

ます。レンタルビジネスを行っており、か

つ、さまざまな商品を取り扱っている当

社において「物品のレンタルサービス」

は親和性が高く、また既存事業とのシ

ナジーが創出できるのではないかと考

えたのが出発点です。

　今の時代は、モノを所有することより

も「必要な時に必要なだけ利用する」

という消費者の意識変化や、ライフス

タイルを見ても、モノを持たない暮らし

を楽しむ人が増えていると感じます。こ

のようなライフスタイルの変化を受け

て「シェアリングエコノミー」や定額で

サービスやモノが使い放題になる「サ

ブスクリプション」といった市場が急成

長しています。また、フリマアプリなどが

普及し、リユース品を売買することが当

たり前になってきていて、他人が使った

物を使うことに対する抵抗感は以前と

比べて低くなってきています。こうした

時代的な背景もあり、１年ほどかけて準

備を進めてきました。

　2019年11月にサービスをスタート

して、3カ月間で登録者数が1万人を超

え、良いスタートが切れたのではないか

と考えています。まだまだ小規模なサー

ビスではありますが、お客さまに新しい

価値を提供することを模索し続け、将来

的には「ゲオあれこれレンタル」を当社

の一角を担う事業に成長させたいと考

えています。

――「ゲオあれこれレンタル」では、美

容家電やカメラ、ドローンやベビーカー

まで、さまざまな物品を扱っています。利

用が多いアイテムは何でしょうか。

　スマートフォン、Apple Watchといっ

たデジタルガジェットはサービスが始

まった当初からよく利用されています。

スマートフォンは月々の分割払いと同

程度の金額でレンタルでき、契約期間

の縛りがなく、いつでも返せるので、購

入に代わる新しいスマートフォンの持

ち方としてご利用いただいています。ま

た、当社のサービスであれば数カ月間

レンタルしてみて、また別の機種を使う

ということも気軽にできます。

　また、最近増えているのが、調理家

電や家庭用の高圧洗浄機のレンタルで

す。新型コロナウイルスの影響で自宅で

過ごす時間が増えて、じっくり時間をか

けて料理しようという方や、自宅の大

掃除をしようという方にご利用いただ

いているのではないかと思っています。

時節柄、リモートワークをする方も増

え、パソコンやタブレット、ドキュメント

スキャナーなどの需要もあります。

　当社がゲオアプリの会員を対象に

行ったアンケートでも、半数近くの方が

「自宅で過ごす時間が増えて、余暇の

過ごし方が変わった」と回答していま

す。生活の変化によって必要とされてい

る物品も変わっています。

この人に聞く

「ゲオあれこれレンタル」
既存事業とのシナジー創出
ライフスタイルの変化に対応した商材投入
レンタル後の買い取り、今期中に計画

三
み か み

上 真
し ん い ち ろ う

一郎（株）ゲオ ゲオ事業部
ゲオオンライン事業課 マネージャー

1975年9月9日生まれ�石川県出身
2017年7月��株式会社ゲオ入社
　　　　　　�マルチプロダクト事業部�MP法人課
2019年5月��マルチプロダクト商品部�MP営業企画課　
2020年4月��ゲオ事業部
　　　　　　�ゲオオンライン事業課�マネージャー

三上真一郎
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　このほか、手振れを自動補正する「防

振双眼鏡」のニーズは高いです。防振双

眼鏡はもともとアウトドアでの需要な

どを想定してラインアップしたもので

すが、アーティストのライブ観賞用にレ

ンタルする方が多いようです。ライブ

がドームなどの広い会場で行われる場

合、アーティストの表情まで見えない

ケースもあります。「自分で買うほどで

はないけれど、大好きなアーティストの

ライブなので近くで見たい」というニー

ズがあります。

――スマートフォンは「所有したい」と

いう意識が強いモノだと思っていたの

で、レンタルの需要が高いというのは

意外でした。調達はどのようにしてるの

でしょうか？

　当社は業界に先駆けて、2002年か

ら携帯電話販売店事業をスタートし、

その後、リユース端末の買取や販売に

も力を入れてきました。スマートフォン

の広がりとともに、都市部を中心に総

合モバイル専門店「ゲオモバイル」を出

店して、新品の格安スマートフォンや、リ

ユース端末をそろえています。もちろん

「ゲオショップ」でも買取と販売は行っ

ていますし、名古屋には買い取ったス

マートフォンを商品化する専門の施設

もあります。

　こうした背景があるので、製品を調達

しやすいというメリットがあります。ス

マートフォンのレンタル事業は他社も

行っていますが、当社は原価を抑えて仕

入れることができるので、極めて優位性

が高いと思います。デジタルガジェット

の領域は、さらに強化していきます。

――シェアリングエコノミーやサブスク

リプションサービスの市場は今後急速

に拡大していくと言われています。「ゲ

オあれこれレンタル」ではどのような商

材を増やしますか。また、新しいサービ

スの構想はありますか。

　若い世代を中心に「新品ではなく、中

古品でもいい」という考え方が浸透し

たり、「モノを所有せずに、シェアリング

する」という価値観が生まれたりしてい

ます。今は車や駐車場、個人のスキルな

どシェアリングの対象が広がっていま

す。

　「ゲオあれこれレンタル」のユーザー

は30～40代が多いのですが、若者や

シニア世代も取り込んでいきたい、その

ために商材を限定せずに、時流に合っ

た商品を取り入れて行きたいと考えて

います。レンタルやサブスクリプション

市場にはさまざまなプレイヤーが参入

していますが、これまでの当社事業と親

和性のある商材を強化したり、店舗との

連携を模索しながら差別化を図ってい

きたいと思っています。

　現在は、スマートフォンや家電、カメ

ラなどが中心ですが、時勢を見ながら

商材を増やしていきます。サービス形態

にも広がりを持たせたいと考えていま

す。今はレンタルサービスだけですが、

お客さまがレンタルしてみて気に入れ

ば購入もできるようなサービスを今期

中に始めたいと考え計画しています。

　調理家電や美容家電などは「まずは

使って試してみたい」という「お試し要

素」が強いと考えています。お客さまへ

のアンケートでも「気に入ったら購入し

たい」という声は多いです。お客さまが

まずはレンタルで試した上で、気に入っ

て購入すれば「失敗しないお買い物」と

いう価値を提供できます。

――消費者がどのようなモノを求めて

いるのかを予測することは難しい面も

あるのではと思います。レンタルやサブ

スクリプションの魅力とは何でしょう

か。

　モノの需要をつかむというのは難し

く、永遠のテーマです。私たちが「これは

いける」と思っても、全くだめな時もあ

ります。一方で、スマートフォンのように

想定を大きく上回り、支持される商品も

あります。お客さまへのアンケートや、

SNSで話題になっているモノなどアン

テナを張り巡らせて、チームでリサーチ

を進めています。

　また、簡単に借りることができて、簡

単に返せるということも大事だと考え

ています。当社のサービスは、コンビニ

エンスストアでも返却ができるのです

が、お客さまからも大変好評です。

　レンタルやサブスクリプションサー

ビスは、新品を買うよりも家計の支出

を抑えて楽しめることが魅力のひとつ

だと思います。故障の心配や不要になっ

た時の処分などを考える必要もありま

せん。サブスクリプションビジネスが先

行する米国では、ありとあらゆるもの

がサービスの対象になっていて、日本で

もこれから広がっていくのではないか

と考えています。

　これはあくまで個人的な考えなの

ですが、新型コロナウイルスが収束し

た「アフターコロナ」の世界では、ライ

フスタイルも変化するのではないかと

思っています。その時に私たちが新しい

ライフスタイルに沿ってどんな商材を

提供できるのか、突き詰めて考えてい

きたいと思っています。

この人に聞く
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　消費市場が「モノを所有する」から「利

用」へと変化する中で、定額制で使い放題の

「サブスクリプション（サブスク）モデル」

があらゆるモノやサービスに広がってい

ます。また、消費者同士がモノやスキルをイ

ンターネット上のプラットフォームを使っ

てシェアする「シェアリングエコノミー」も

急成長しています。民間調査会社や総務省

の統計などで市場規模を調べました。

　サブスクは、動画や音楽配信といった

デジタルコンテンツ、洋服やバッグなどの

アパレル、自動車や家電、家具といった生

活のあらゆる場面で定着しています。ま

た、サブスクはモノだけではなく、定額で

ランチ食べ放題、カフェでコーヒー飲み

放題といった「サービス」の分野でも浸透

しています。最近では公共交通機関とサブ

スクを組み合わせた街づくりの施策もみ

られるようになっています。例えば、東急

グループは1月、東急線沿線で電車利用や

食事を1カ月間定額で利用できるパスを

実験的に発売しました。

　サブスクが台頭する背景には、若い世

代を中心にモノを持たない暮らしを選ぶ

「ミニマリスト」が増えていることがあり

ます。けん引役は1980年ごろから2000

年にかけて生まれたミレニアル世代と言

われています。

　民間調査会社の矢野経済研究所の推

計によると、2019年度のサブスクリプ

ションサービスの国内市場規模は6,835

億2,900万円。2020年度には前年度比

15.2%増の7873億円を予測しています。

さらに2024年度には約1兆2,117億円

まで拡大すると推計しています。

　同研究所によると、2019年度はアパレ

ルのレンタル分野で、時計やバッグといっ

た高額なリユース品を取り扱う、二次流通

業者が参入するケースがありました。これ

まで衣料品やファッションのサブスクは、

スタートアップの参入が多かったのです

が、高額品になると商品の仕入れが難しく

なるという課題があり、二次流通業者と提

携することで、品揃えを充実させ、業績を

伸ばしたスタートアップもありました。

　また、経済産業省の「物品賃貸業（レン

タル業）の情報関連機器売上高」による

と、2020年2月の売上高は前年同期比

13.3%増の149.8億円と伸びています。

　サブスクやレンタルがBtoCビジネス

が多い一方で、シェアリングエコノミーは

CtoCのケースが大半です。総務省の「情

報通信白書」では、シェアリングエコノ

ミーの定義を「個人等が保有する活用可

能な資産を、マッチングプラットフォーム

を介して他の個人も利用できる経済活

性化の活動」としています。シェアリング

エコノミーが広がった背景には、インター

ネットの普及やデジタル化が進み、個人

間でのやり取りが簡単になったというこ

とがあります。

　それでは、どのようなモノやサービスが

シェアされているのでしょうか。情報通

信白書では「シェア」の対象を5つに分け

ています。①不用になった「モノ」のシェア

②空き家や別荘、駐車場といった「空間」

のシェア③車の相乗りや、貸し自転車な

ど「移動」のシェア④副業など「スキル」の

シェア⑤クラウドファンディングに代表

される、サービスの参加者が組織やプロ

ジェクトに資金を提供する「お金」のシェ

ア――です。

　ただし、実際にシェアリングを利用した

人はそれほど多くはありません。総務省の

調査では、シェアリングサービスを知って

いる人に、利用経験の有無を聞いたとこ

ろ、約8割の人が利用していないという結

果になり、欧米と比較すると、利用経験が

ある人が少ないことが分かりました。「信

頼して利用するための条件」（複数回答）

として、「トラブルが発生した場合に備え、

サービス事業者による保証や介入の仕組

みがあること」（63.9%）、「貸し手との連

絡手段が確保されていること」（57.7%）

などの声が上がりました。プラットフォー

マーがこうした要望に対応することで、

シェアリングサービスはさらに普及する

とみられます。

　一般社団法人シェアリングエコノミー協

会が行った実態調査では、2018年のモノ

や場所（民泊を除く）、スキルなどのシェア

リングエコノミーの年間の取引額は、合計

で1兆4,547億円です。民泊の年間取引額

と合わせると1兆5,225億円～1兆6007

億円に上ります。事業別に見ると、モノの

シェアが最も多く1兆4,367億円、次いで

民泊が678億円～1,459億円、スキルな

どのシェアが179億円でした。

　シェアリングサービスが呼び水になっ

て、さらに消費を喚起する効果もありま

す。シェアリングエコノミーが広がることに

よって、市場に出ていなかった遊休資産が

出てきて、これまで需要はあったものの供

給が不足していたモノやサービスが解消

され、消費が増える可能性があります。

　コロナ禍で、動画や音楽配信のサブス

クが好調な一方で、カーシェアリングは低

調など分野によって明暗は分かれていま

すが、長期的に見れば、サブスクやレンタ

ル、シェアリングの市場はますます拡大し

そうです。

サブスク、シェアエコ市場の動向

拡大するサブスク	24年には1.2兆円超えも

「空間」から「スキル」まで
シェアエコに広がり

■ サブスクリプションサービス国内市場規模の推移（出典：矢野経済研究所）
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ゲオグループニュース

　ゲオHDは、台湾の日本への関心度や

古着市場の未開拓領域が大きいことな

どから、2019年8月にリユースショップ

「セカンドストリート」を運営する法人

子会社、セカンドストリート台湾を設立

し、2020年4月24日から7月31日ま

での期間限定で、中古の衣料品やバッ

グ・靴・アクセサリーなどの服飾品を販

売する「セカンドストリート」のPOP-

UP SHOPを観光客や地元の人で賑

わう台湾台北市内の大型複合商業施設

「微風南山 atre」内の3階にオープン

しました。店内では、セレクトショップで

取り扱われる商品を中心に、COMME 

des GARCONSなどのデザイナーズブ

ランドやLOUIS VUITTON、CHANEL、

GUCCIの国際的なラグジュアリーブ

ランドなど計2,000点以上を展開して

おり、台湾展開に向けたテストマーケ

ティングと位置づけています。今後は、

2020年夏ごろまでに1号店を出店し、

台湾での事業展開を検証していきます。

リユースショップ「セカンドストリート」が台湾初上陸
台北市内に期間限定POP-UP SHOPをオープン

■	POP-UP	SHOP	概要
所  在  地 ： 台湾台北市信義區松智路
　　　　　 17號3樓
オープン期間 ： 2020年4月24日～
　　　　　 2020年7月31日
営業時間 ： 11:00～21:30
　　　　　 （木･金･土のみ11:00～22:00）
売場面積 ： 36坪
取扱商品 ： 衣料品、バッグ・靴・アクセサリー
　　　　　などの服飾品、計2,000点以上
　　　　　※買取なしで販売のみ

　ゲオストアは、4月から5月にかけ、イ

ヤホン5製品を順次販売しました。

　4月17日に発売したのが、内蔵マ

イクによるハンズフリー通話が可能な

「Bluetoothイヤホン インナーイヤー

型」です。耳の中にイヤホンを浅くひっ

かけて装着するインナーイヤー型で、価

格は980円（税抜）です。

　続いて、5月8日には耳掛けタイプの

「ハンズフリーイヤホンマイク」を販売

しました。耳栓のようにつける「カナル

型」と、耳を塞がない「スピーカー型」の

2種類があり、いずれも軽量かつコンパ

クトで外れにくいほか、左右どちらの耳

にも対応しています。

　さらに、5月28日にも内蔵マイクに

よるハンズフリー通話が可能な「完全

ワイヤレスイヤホン」と「Bluetoothネッ

ク式イヤホン カナル型」を販売しまし

た。「完全ワイヤレスイヤホン」は超低

遅延モードを搭載していて、ワイヤレ

スイヤホン特有の音の遅延を感じさ

せず、ゲームや動画視聴にも最適です。

「Bluetoothネック式イヤホン カナル

テレワークでのTV会議やオンライン授業にも最適。イヤホン5製品を新販売

■	レンタル泊数延長	概要
期　　間 ： 2020年4月10日～当面の間
　　　　　※終了日時は確定次第、
　　　　　店頭にて告知予定
対象店舗 ： 全国のゲオショップ約1,200店舗
　　　　　※一部対象外の店舗があり
対 象 商 品 ： 旧作DVD&ブルーレイ
レンタル泊数 ： 7泊8日から14泊15日に延長
レンタル料金 ： 店舗ごとの旧作料金　
　　　　　※延長料金は通常通り発生

■	「Bluetoothイヤホン
　	インナーイヤー型」
発　売　日 ： 2020年4月17日から順次
商　品　名 ： Bluetoothイヤホンインナー
　　　　　　イヤー型（GRAMO-BTE-I04）
価　　  　格 ： 980円（税抜）

■	「ハンズフリー
　	イヤホンマイク」2種
発　売　日 ： 2020年5月8日から順次
商　品　名 ： ハンズフリーイヤホンマイク
　　　　　　カナル型、ハンズフリー
　　　　　　イヤホンマイク スピーカー型
価　　  　格 ： 1,980円（税抜）

■	「完全ワイヤレスイヤホン」
発　売　日 ： 2020年5月28日から順次
商　品　名 ： 完全ワイヤレスイヤホン
　　　　　　SWE-T5 BK
価　　  　格 ： 3,980円（税抜）

■	「Bluetoothネック式
　	イヤホン	カナル型」
発　売　日 ： 2020年5月28日から順次
商　品　名 ： Bluetoothネック式イヤホン
　　　　　　カナル型 IPX7
価　　  　格 ： 1,980円（税抜）
　　　　　　※6/30までの
　　　　　　プロモーション価格

　ゲオストアは、昨今の外出自粛の状

況に鑑み、自宅で余暇を楽しんでいただ

き、外出頻度低減に寄与すべく、4月10

日より全国のゲオショップ約1,200店

舗にて旧作DVD&ブルーレイのレンタ

ル泊数を通常の7泊8日から14泊15日

に延長しました。さらに、当初は5月6日

に終了予定でしたが、当面の間、レンタ

ル泊数の延長を継続することを決定し

ました。セルフレジやロッカー型レンタ

ルショップ「ゲオスピード」を展開するな

ど、対面の必要がないレンタル形態を

積極的に導入しています。今後も、お客

さまの日常の暮らしの維持へのお手伝

いができるようサービスを提供してま

いります。

外出自粛をサポート！レンタル泊数を7泊8日から14泊15日に延長

型」は、首に掛けられるネック式で、約

30分一定の水深（約1ｍ）に水没しても

内部に浸水しない防水規格（IPX7）に対

応しており、エクササイズやスポーツに

最適です。
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　ゲオストアは、4月21日より、格安4K

対応テレビ「43インチ4K/HDR対応 液

晶テレビ」を3000台追加販売しました。

同製品は、2019年11月23日に販売さ

れたもので好評なことを受け、追加販売

となりました。思わず引き込まれるよう

なリアルで立体感のある映像が特徴で、

映画やゲームなど多彩なコンテンツが

楽しめます。

　続いて、5月28日には、スピーカー2

種を販売しました。サブウーファー付

きの「Bluetooth 2.1CHスピーカー」

は、コンパクトなサイズ感で場所を取ら

ず、パソコンモニターの側などに置くだ

けで重低音の効いた臨場感あるサウン

ドを楽しめます。もう1種は、薄型テレビ

やPCモニターなどのサウンド面を補強

することを目的とした2.0CH サウンド

スピーカー「Bluetoothサウンドバース

ピーカー」です。スリムな横棒状で内臓

バッテリーが搭載されており、ワイヤレ

スで持ち運びができるのが特徴です。ス

マートフォンなどと一緒に持ち運べば、

家中でも、屋外でも、Bluetooth接続で

自宅での余暇を、より快適に！　ゲオストアからTV関連機器3製品が販売

グループニュース

　ゲオペイメントサービスは、大日本印

刷株式会社（DNP）と、株式会社ジェー

シービー（JCB）との間でバーチャルプリ

ペイド「ゲオペイ（仮称）」のサービス開始

に向けて基本合意契約を締結しました。

　2020年秋以降の開始を予定してい

る新サービス「ゲオペイ（仮称）」は、前

払いチャージ方式のバーチャルプリペ

イドで、「DNPキャッシュレス決済プラッ

トフォーム」サービスと、JCBのQR・バー

コード決済スキーム「Smart Code」を

採用する予定です。これにより、「Smart 

Code」加盟店に加え、JCB加盟店でも「ゲ

オペイ（仮称）」が利用可能となります。

バーチャルプリペイド「GEO PAY（仮称）」が始動間近
2020年秋以降の開始に向けて基本合意契約を締結

■	「4K/HDR対応	液晶テレビ」
発　売　日 ： 2020年4月21日から順次
商　品　名 ： 43インチ4K/HDR対応
　　　　　　液晶テレビ AX-KH43S
価　　  　格 ： 29,800円（税抜）

■	「Bluetooth	2.1CH
　	スピーカー」
発　売　日 ： 2020年5月29日から順次
商　品　名 ： 【GR】Bluetooth 
　　　　　　2.1CHスピーカー
　　　　　　BK SPK-CS2043
価　　  　格 ： 1,980円（税抜）

■	「Bluetoothサウンドバー
　	スピーカー」
発　売　日 ： 2020年5月29日から順次
商　品　名 ： 【GR】Bluetoothサウンドバー
　　　　　　スピーカー SPK-A18
価　　  　格 ： 1,980円（税抜）

■	「DVDプレイヤー搭載
　	プロジェクター
　	（GH-DVPJA-BK）」
発　売　日 ： 2020年4月24日から順次
商　品　名 ： DVDプレイヤー搭載
　　　　　　プロジェクター
価　　  　格 ： 9,980円（税抜）

　ゲオストアは、4月24日からゲオ限

定商品の「DVDプレイヤー搭載プロ

ジェクター」を全国のゲオショップ451

店舗およびゲオのECサイトにて順次販

売しました。

　「DVDプレイヤー搭載プロジェク

ター」は、DVD再生機能が付いた家庭

用プロジェクターです。最大投影サイズ

は投影距離4.3ｍで150インチ、2mで

67インチと、ご家庭でも手軽に大画面

で映像を楽しむことができます。USB

ポート、microSDカードスロット、AV入

力端子、HDMI入力端子、VGA入力端子

などの入力端子も装備し、スピーカー

も搭載しているため、ゲーム機やビデ

オカメラ、パソコン、スマートフォンなど

の画面やmicroSD・USBメモリーに保

存されたデータを投影することができ

ます。電源は、ACアダプタで、再生でき

るファイル形式は、静止画ではJPEG、

BMP、動画ではMP4、MPEG、WMV、

3GP、音声ではMP3、WMA、WAV、AAC

などで、明るさは2800ルーメンです。

また、Bluetoothを搭載しているため、

Bluetooth対応のスピーカーやイヤホ

ンに音声出力も可能です。

　ゲオでは、2016年6月のDVDプレイ

ヤー発売以来、さまざまなゲオ限定の

自宅で映画館気分を楽しもう。ゲオ限定「DVDプレイヤー搭載プロジェクター」を販売

使用できます。最大10時間の連続再生

が可能なのも魅力です。Bluetooth以外

にAUX接続も可能で、付属のAUX接続

用ミニジャック端子ケーブルでテレビ

やゲーム機器、パソコンなどと接続し、

その音声を高音質で楽しむことができ

ます。

　いずれも、全国のゲオショップ、およ

びゲオのECサイトにて購入できます。ゲ

オでは今後もTV関連商品の販売を強化

していきます。

「Smart Code」加盟店だけでなく、JCB

加盟店でも利用できるJCBブランドプリ

ペイド機能も併せ持つプリペイドサービ

スは「ゲオペイ（仮称）」が初めてです。新

サービスを導入することで、店舗および

オンライン決済の利便性とサービスの向

上をめざします。

AV機器商品を取り扱い、累計で約230

万個を販売しています。今後も、「豊か

で楽しい日常の暮らし」を提供すべく、

ユーザーが使いたい商品を使いやすい

価格で手に取ることができる製品販売

に努めていきます。
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新店舗情報 5月1日-6月30日 店舗施設 新規オープン
（オープン日は都合により変更になる場合があります）

ゲオグループ店舗施設数
2020年5月末 2020年6月1日〜6月30日 オープン予定

直営 代理店 FC 合計 直営 代理店 FC 合計

ゲオ 1,028 98 57 1,183 0 0 0 0

ゲオモバイル（単独店） 24 0 0 24 0 0 0 0

スーパーセカンドストリート 8 0 0 8 0 0 0 0

セカンドストリート（※2） 602 0 43 645 2 0 0 2

セカンドストリート：USA 6 0 0 6 0 0 0 0

セカンドストリート：マレーシア 4 0 0 4 0 0 0 0

セカンドアウトドア 6 0 0 6 0 0 0 0

ジャンブルストア 1 0 10 11 0 0 0 0

アンティクローズ 2 0 0 2 0 0 0 0

ウェアハウス 12 0 0 12 0 0 0 0

Luck･Rack Clearance Market 6 0 0 6 0 0 0 0

OKURA 8 0 0 8 1 0 0 1

GEO SPEED 1 0 0 1 0 0 0 0

文具のブンゾウ 14 0 0 14 0 0 0 0

その他（※3） 8 0 4 12 0 0 0 0

合計 1,730 98 114 1,942 3 0 0 3

※2：Doki-Doki、Oki-Doki含む
※3：ワールドモバイル、アウトレットグラモ/B級市場、ねいるんるん、チェルシー、健康習慣�MYLIFE�GYM含む

※1：査定かんていの窓口OKURAとは、ゲオグループの直営店のラグジュアリーブランドや時計のリユース品買取専門店です

関東地区
■	セカンドストリート代官山店
オープン日 ： 6月27日（土）
住　　   所 ： 東京都渋谷区代官山町20-11代官山YMビル1F 2F
電　　   話 ： 03-5784-1950
営 業 時 間 ： 11:00-21:00 ／ 年中無休
売 場 坪 数 ： 42坪
備　  　 考 ： 代官山駅 徒歩1分

関東地区
■	査定かんていの窓口OKURA	LIVINオズ大泉店（※1）
オープン日 ： 6月13日（土）
住　　   所 ： 東京都練馬区東大泉2-10-11 LIVINオズ大泉店4F
電　　   話 ： 03-5933-7701
営 業 時 間 ： 10:00-19:00 ／ 水曜日定休
売 場 坪 数 ： 7坪
備　  　 考 ： 大泉学園駅 徒歩12分

関西地区
■	セカンドストリート伊川谷店
オープン日 ： 5月9日（土）
住　　   所 ： 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和863-7
電　　   話 ： 078-978-5007
営 業 時 間 ： 10:00-22:00 ／ 年中無休
売 場 坪 数 ： 220坪
備　  　 考 ： ―――――――

四国地区
■	セカンドストリート松山フライブルク通り店
オープン日 ： 6月20日（土）
住　　   所 ： 愛媛県松山市生石町668-2
電　　   話 ： 089-986-7797
営 業 時 間 ： 10:00-22:00 ／ 年中無休
売 場 坪 数 ： 231坪
備　  　 考 ： 松山駅　徒歩15分


