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 ラグジュアリーリユース市場

　ゲオホールディングスは2019 年４月、ラグジュアリーブランドのリユース卸売
業、おお蔵をグループ化しました。以降、全国でラグジュアリーリユースショップ
「OKURA」の出店を加速しています。OKURAの菊地臣太朗・店舗事業部長に、
新生「OKURA」の店舗戦略や強み、グループ化によるシナジー効果を聞きました。

――おお蔵について教えてください。

　おお蔵は2004年創業で、高級腕時計

やラグジュアリーブランド、ジュエリー

などの卸や買取・販売を展開するリユー

スショップ、EC販売、オークション事業

などラグジュアリーブランドのリユース

に関するさまざまな事業を展開してい

ます。商品鑑定力と東南アジアや北米と

いった海外販路に強みがあります。

――ゲオグループに入ったことでどのよ

うなシナジー効果が生まれていますか。

　小売店「OKURA（おおくら）」の出店

スピードが格段に上がりました。グルー

プ化以前、おお蔵の小売店舗は東京・

新宿と上野の２店舗だったのですが、昨

年11月以降、福岡を皮切りに大阪や横

浜、静岡など1カ月に１店舗のペースで

出店しています。今年5月には渋谷に旗

艦店の「渋谷センター街店」をオープン

し、8月末現在で10店舗を展開してい

ます。

　短期間で店舗を拡大できているのは

ゲオグループの物件の調達力が大きい

と感じています。内装など店舗の設計

もゲオホールディングスの取引先と話

しを進めるのでスムーズです。これは

グループ傘下に入った大きなメリット

と言えます。今期中に小売店を15店舗

に増やし、その後も出店を進めていき

ます。加えて、買取専門店も将来的には

100店舗の展開を目指します。

　店舗は全国の主要都市をメインに出

店し、インバウンド需要も見込めるエリ

アです。今はコロナ禍で国境を越える移

動が制限されていますが、長期的に見

て訪日観光客の集客が期待できます。

国内の顧客層を見ると、年齢は３０～

６０歳代まで幅広いです。男性は時計、

女性はバッグ、宝石がメイン商材になり

ます。

　また、おお蔵で扱うバッグや貴金属

などの商材の一部をゲオホールディン

グスが展開する「セカンドストリート」に

卸しています。セカンドストリートでも

ラグジュアリーブランドの品ぞろえを強

化しているので、おお蔵の商品調達力

で、より豊富な商品を扱えるようになっ

ています。逆にセカンドストリートで買

取した貴金属やブランドバッグなどを

OKURAで取り扱うこともあります。
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セカンドストリートにもラグジュアリーブランドを供給
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――菊地部長は、一昨年まではセカン

ドストリートのゾーンマネージャーでし

た。これまでの職歴をどう生かしていま

すか。

　今はOKURAの小売店舗のマネジメ

ントを中心に、出店計画や戦略立案を

主に担当しています。おお蔵はもとも

と卸売業が中心で小売店は２店舗のみ

の展開だったので、オペレーションの

ノウハウを店舗に入れ込んでいます。ま

た、社員採用、人材育成、ＥＣサイトのリ

ニューアルやホームページの整備など

幅広い業務にあたっています。出店に

関してはコンセプトを基に店舗の内外

装やレイアウトを考案しますが、こちら

に関してはセカンドストリート時代に

経験した業務が生かされているかと思

います。

　セカンドストリートからOKURAに異

動した時には、扱う商品の質と価格の

違いに驚きました。セカンドストリート

は洋服やバッグでもカジュアルな商品

が中心なので、客層も違います。また、

OKURAは主にオークションから商品

を調達するので「自分たちがほしい商

材」に効率的に出会えるという良さも

あります。セカンドストリート時代とは

異なることも多いため、新鮮な気持ち

で業務にあたっています。

――ラグジュアリーリユース市場は今

後成長が期待されている市場です。昨

年は大手リユース企業が同業を傘下に

収める動きが相次ぎました。同業他社と

比べ、おお蔵の強みは何でしょうか。

　当社が特に強いのが高級時計で、渋

谷の旗艦店をはじめ、どの店舗でも取

り扱い点数やラインアップは豊富です。

中でもロレックスの種類の多さが特長

です。仕上げや磨きなどしっかりとメン

テナンスをしてから店頭に出している

ので信頼感も大きいと思います。

　高級時計やバッグなどのラグジュ

アリーリユース市場は、BtoBのオーク

ションが定期的に開催され、各社はそ

のオークションで商品を調達するケー

スが大半です。おお蔵は自社でオーク

ションを二つ運営しています。このた

め、商品調達や出品がスムーズという

強みがあります。

　現状は、オークション市場からの調

達が多いです。毎月OKURAが新規出店

する中で、バイヤーが商品を落札するこ

とで在庫の準備をしています。一方で、

一般のお客様からの買取比率が上がれ

ば粗利率も上がってくるので、今後は一

般のお客様からの買取に関しても強化

をしていきたいと考えています。

――オークションはどのように運営さ

れているのでしょうか。

　オークションで最も大事なのが相場

なので、バイヤーは常に電卓をはじき、

相場に合うか合わないかを見定めなが

ら進めています。新型コロナウイルスの

感染防止策で、最近はネットオークショ

ンに切り替わっている会場も多いです。

ただ、ネットオークションの前には下見

があって、実際にモノを見に行き、目星

をつけておきます。１回のオークション

で多い時には5000本近い時計が取引

されます。短時間で次々と商品が競り落

とされるオークションは、独特の雰囲

気があります。

――OKURAでは直販と並行してＥＣサ

イトも運営されています。

　現在、自社のＥＣサイトを製作中で、

今後ＥＣでの販売を強化する計画です。

現在は楽天やヤフーのサイトで商品

を販売しています。驚くことに、ＥＣでも

３００万円ぐらいの時計が売れること

もあります。定番から珍しいものまでバ

ランスよくそろえているからだと思い

ます。高級時計は特殊な世界で、新品を

販売する一次市場でも欲しい時計が手

に入らないケースも少なくありません。

このため中古市場の相場が上がってい

ますし、欲しいものに出会えたら迷わ

ずに買うという消費者も少なくないの

だと思います。ロレックスのケースで言

えば、一次市場で手に入りにくいスポー

ツモデルが二次市場で流通しているこ

ともあります。

――店舗数の増加とともに採用も増や

しています。人材育成という点で課題は

ありますか。

　ゲオホールディングスのグループに

入った当初、従業員は45人ほどでした

が、今は約150人に増えています。長期

的な人材育成をするために今年度、新

卒10人を採用し、来年度も同程度の人

数を採用する予定です。

　当社には店舗の接客やブランド品の

査定、店舗開発を担当する「コンシェル

ジュ部門」、ＥＣやオークション、メンテ

ナンスを手掛ける「スペシャリスト部

門」の二つがあります。もともと卸の売

り上げが大きかった会社なので、今は

店舗運営のノウハウ蓄積に力を入れて

います。

　当社としては、提示した値段でお客

さまに買っていただいたり、売っていた

だいたりすることが重要になってきま

す。入社した時点で従業員によってラグ

ジュアリーリユースの知識や経験値に

違いがあるため、個人に合わせた育成

方法をリストアップする作業が必要だ

と感じています。

　また、約670店舗を展開するセカン

ドストリートとはOKURAの査定スキル

などの面で共有できる部分はあると思

います。ただ、規模が大きいセカンドス

トリートと情報共有するとなると、ある

程度の仕組み化が必要になる。これを

どう進めるかが今の課題です。将来的

にはグループ会社を超えた人材交流も

行い、サービスの質を高めたいと考え

ています。

この人に聞く
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　高級時計やハイブランドのバッグと

いったラグジュアリーリユース市場に

各社の注目が集まっています。2019

年は大手リユース企業が同業の企業を

傘下に収める動きが相次ぎました。そ

の背景には台頭するフリマアプリの影

響を受けにくいラグジュアリーリユー

スの強化と、BtoBだけではなくBtoC

への裾野拡大を目指す動きが見て取

れます。

　リユース業を展開するコメ兵は19年

10月、同業のブランドオフの事業を承

継することについて最終合意したと発

表しました。ブランドオフは自社のブラ

ンドオークションを持ち、海外に店舗

を展開しています。コメ兵は事業承継の

理由について「ブランドオフとノウハウ

や人材、顧客基盤を一体化することで

成長スピードが加速すると判断した」

としています。コメ兵は20年6月末現

在、国内で大型店や買取センターなど

計39店舗を展開しています。また19年

11月には初となる海外店舗をタイに

オープンしています。

　ブックオフグループホールディング

ス（HD）は2019年9月、ジュエリーア

セット・マネジャーズ（JAM）を傘下に

収めました。JAMは、貴金属に特化し、

買取から販売、オーダー受注やリペア・

リメイクを行う「aidect（アイデクト）」

を運営しています。ブックオフグループ

HDは、ラグジュアリーリユースの買取

サービス「ハグオール」を展開している

ほか、百貨店での催事を通じて貴金属

や時計などの買取を行っています。

　JAMのリリースによると、２社が業

務提携することで、ハグオール店舗の

買取ノウハウを活用し、買取業務のブ

ラッシュアップや販売チャネルの拡大

などのシナジー効果が期待できるとし

ています。

　ゲオホールディングスも19年４月、

ラグジュアリーリユース専業のおお蔵

をグループ化しました。おお蔵の菊地

臣太朗店舗事業部長は「ゲオホール

ディングスの店舗開発力で、新店舗の

出店スピードが格段に上がりました」と

説明します。実際、子会社化してからお

お蔵は１カ月に１店舗のペースで店舗

を増やしています。卸売り業に加えて小

売りも強化することで、顧客基盤を広

げる戦略です。

　リユース市場の中でも、各社はなぜ

ラグジュアリーリユース分野に注目す

るのでしょうか。リユース市場の専門メ

ディア、リサイクル通信（リフォーム産業

新聞社）によると、国内の消費財にお

ける販売額を示した2017年のリユー

ス市場規模は、前年比12.3%増の1兆

9,932億円に拡大しました。2桁成長

は6年ぶりです。2022年には3兆円規

模の市場に成長する見通しです。商品

別に見ると、「衣料・服飾品」が最も多

く、前年比46.8%増の2,743億円、次

いで「ブランド品」同4.8%増の2516

億円です。

　取り引き方法も変化しています。メ

ルカリなどフリマアプリを中心にCtoC

（個人間取引）が拡大しています。リサ

イクル通信によると、インターネット販

売のCtoCは、同35.6%増の6,905億

円に拡大し、前年より成長率が伸びて

います。またネット販売全体の市場規模

は1兆222億円と、実店舗の市場を初

めて上回りました。

　ただ、フリマアプリで取り引きされて

いる商品は、衣料品やエンタメ・ホビー

系の商品が中心で、数十万円を超える

バッグなど高額商品の取り引きは多く

ありません。一方で、リユース各社は買

取店舗を持ち、ブランドや商品の価値

を見極める専門家がいるため信頼性

が高く、高額商品の種類も豊富です。言

い換えれば、ラグジュアリーリユース市

場はフリマアプリの影響を受けにくい

のです。また、子会社化を進めることに

よって、卸売業中心のBtoBからBtoＣ

に裾野を拡大することができます。こう

した理由がラグジュアリーリユース市

場に注目が集まっている背景とみられ

ます。

　このほかの新しい動きとしては、新

型コロナウイルスの影響で各社は対面

からオンラインでの査定や、ＥＣに注力

するなどデジタル化を進めています。お

お蔵の菊地店舗事業部長は「一次市場

でも手に入りにくい高級時計は『見つ

けたら買おう』という消費者のニーズ

があり、ECでも300万円のロレックス

などが売れます。自社サイトをリニュー

アルし、EC強化を狙う」と語ります。「な

んぼや」を運営するバリュエンスジャパ

ンも、5月に自宅からパソコンやスマー

トフォンで査定や売却相談ができる新

サービスを発表しました。

　環境省が3年に１回まとめる「リユー

ス市場規模調査報告書」（２０１８年度）

によると、過去１年間で不要になった

ブランド品の排出や引き渡しについて

「自宅・物置などで保管」が6割と最も

多いことがわかっています。多くの消費

者が不要と感じながらも実は自宅で保

管したままなのです。各社が進めるオ

ンラインの買取やECが、自宅で保管さ

れたままになっているブランド品が有

効活用されるきっかけになるかもしれ

ません。

ラグジュアリーリユース市場の動向

ラグジュアリーリユース市場、各社が注目
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■ 2021年3月期第1四半期連結業績
（単位：百万円）

2020年3月期 2021年3月期

売上高 63,918 82,860

営業利益 2,602 3,557

経常利益 2,802 3,641

親会社株主に帰属
する当期純利益 1,505 2,392

■ 2021年3月期第1四半期商材別売上高・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 15,405 119.3％ 6,677 123.0％

リユース系リユース 16,014 117.6％ 9,143 97.3％

レンタル 14,957 101.2％ 10,021 107.0％

新品 26,502 192.9％ 4,278 179.8％

その他 9,981 112.6％ 3,110 98.4％

※  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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■ 第1四半期の売上推移 ■ 第1四半期の営業利益推移

　2020年8月11日に、2021年3月期

第1四半期の連結業績（2020年4月～6

月）を発表しました。当期間は、新型コロ

ナウイルス感染症の感染者増加を踏ま

えて国から緊急事態宣言が出され、また

感染拡大防止のための休業要請・外出自

粛要請も出されるという、経済活動に停

滞ムードが漂うものでした。当社グルー

プでも、緊急事態宣言を受け対象地域内

店舗での休業、その他の地域での一時休

業、営業時間の短縮を行い、営業を継続

した店舗ではマスク着用、アルコール消

毒など、関係機関からの指針に従って安

全に十分に配慮しながら商品・サービス

の提供を行いました。

　このような環境のもと当社グループ

の売上高は、セカンドストリートを中心と

するリユース系リユース商材が休業、営

業時間短縮、外出自粛の影響を受け減少

しましたが、巣ごもり需要としての映像

レンタルの一時的な需要の高まりおよ

びNintendo Switch用ゲームソフト「あつ

まれ どうぶつの森」の大ヒットによる新

品商材の伸長に加え、メディア系リユー

ス商材も堅調に推移したことから増加

しました。また、販売管理費においても

営業時間の短縮などにより抑制され、営

業利益・経常利益・親会社株主に帰属す

る四半期純利益のいずれも前年同期を

上回る結果となりました。

　2021年3月期第1四半期の連結業績

（2020年4月～6月）は、売上高828

億円（前期比129.6%）、売上総利益

332億円（同111.8％）、販管費296

億円（同109.4％）、営業利益35億円

（同136.7%）、経常利益は36億円（同

130.0％）、親会社株主に帰属する当期

純利益23億円（同159.0%）でした。

　主要商材別では、「メディア系リ

ユース」は売上高154億円（前期比

119.3％）、売上総利益66億円（同

123.0％）でした。「リユース系リユース」

は売上高160億円（同117.6％）、売上

総利益91億円（同97.3％）でした。「レン

タル」は売上高149億円（同101.2％）、

売上総利益100億円（同107.0％）

でした。「新品」は売上高265億円（同

192.9％）、売上総利益42億円（同

179.8％）でした。

　2021年3月期の通期予想について

は、新型コロナウイルスの業績に対する

影響が期末まで継続するものと想定し

て、5月11日に業績予想を公表しまし

た。通期予想は、売上高3,000億円、営

業利益60億円、経常利益64億円、当期

純利益32億円です。当第1四半期におい

ては、ゲーム関連商品に想定を上回る巣

ごもり需要が発生したこと、並びにセカ

ンドストリートを中心とするリユース店

舗において、5月の緊急事態宣言解除後

は来店客数が徐々に戻りつつあることな

どありますが、現時点においてコロナウ

イルスの影響変化の想定が立てづらい

ことから、業績予想はそのままとしてい

ます。業績予想の修正が必要になった場

合には、速やかに公表します。

グループ業績報告

巣ごもリ需要を取り込み、
前年同期比を上回る増収・増益を達成
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「中古品購入意識調査」結果概要 「中古品買取意識調査」結果概要

中古品売買に関するアンケート調査

調査対象「ゲオアプリ」会員 / 集計期間 2020年6月26日～7月2日/ 
回答者数 16,687人（中古品購入意識調査：8,143人・中古品買取意識調査：8,544人）

　<「中古品購入意識調査」調査結果ダイジェスト>
　● 中古品を購入したことがあるサービス・場所は「店舗」が67.0%
　● これまでに購入したことがある中古品の種類は「CD・DVD」が47.1%
　● 中古品を買うことに対して「少し気になる程度」が42.9%
　<「中古品買取意識調査」調査結果ダイジェスト>
　● 利用したことがある買取サービス・場所は「店舗」が66.4%
　● 買取に出したことがあるものは「ゲームソフト・ハード機器」が44.3%
　● 今後、買取サービスを利用したい人は合計73.6%
　  （「利用したい」：42.3%、「どちらかといえば利用したい」：31.3%）

42.9%

少し気に
なる程度

9.6%

全く受け
付けない

27.8%

気には
ならない程度

12.4%
全く抵抗はない

42.3%
利用したい

31.3%

どちらかといえば
利用したい

11.8%
利用しない

14.6%

どちらかといえば
利用しない

■ 中古品を買うことに抵抗はあるか ■ 今後、買取サービスを利用するか

■ 中古品を購入したことがある
　 サービス・場所はなにか（複数回答）

■ 利用したことがある買取サービス・場所はなにか（複数回答）

■ これまでに購入したことがある
　 中古品の種類はなにか（複数回答） ■ どんなものを買取に出したことがあるか（複数回答）

位 項　目 回答数（割合）

1 店舗（リユースショップ、リサイクルショップなど） 5,452 67.0%

2 オークションサイト 1,831 22.5%

3 購入したことがない 1,655 20.3%

4 フリーマーケット 1,377 16.9%

5 フリーマーケットアプリ 1,148 14.1%

6 EC サイト 563 6.9%

その他 181 2.2%

位 項　目 回答数（割合）

1 店舗（リユースショップ、リサイクルショップなど） 5,677 66.4%

2 利用したことがない  2,077 24.3%

3 オークションサイト 1,110 13.0%

4 フリーマーケットアプリ 1,075 12.6%

5 フリーマーケット 697 8.2%

6 出張買取  659 7.7%

7 Web 買取（EC サイト） 424 5.0%

8 即金買取アプリ 138 1.6%

その他 126 1.5%

位 項　目 回答数（割合）

1 CD・DVD 3,056 47.1%

2 ゲームソフト・ハード機器 3,033 46.7%

3 書籍（雑誌、マンガ、本） 2,450 37.8%

4 衣料品（紳士服、婦人服） 1,848 28.5%

5 おもちゃ・ホビー 1,110 17.1%

6 服飾品（バッグ、靴、アクセサリーなど） 1,052 16.2%

7 家電 873 13.5%

8 キッズ衣料、キッズ服飾（バッグ、靴、帽子など） 594 9.2%

9 携帯電話（スマートフォン、ガラケー、
タブレットなど） 548 8.4%

10 自動車 527 8.1%

位 項　目 回答数（割合）

1 ゲームソフト・ハード機器 2,862 44.3%

2 CD・DVD 2,401 37.1%

3 衣料品（紳士服、婦人服） 2,303 35.6%

4 書籍（雑誌、マンガ、本） 2,158 33.4%

5 服飾品（バッグ、靴、アクセサリーなど） 1,281 19.8%

6 おもちゃ・ホビー 1,146 17.7%

7 家電 930 14.4%

8 携帯電話（スマートフォン、ガラケー、
タブレットなど） 759 11.7%

9 キッズ衣料、キッズ服飾（バッグ、靴、帽子など） 692 10.7%

10 生活雑貨（タオル、食器、消耗品など） 617 9.5%

※「購入したことがない」以外を回答した人のみ（回答者：6,488名）

※「購入したことがない」以外を回答した人のみ（回答者：6,488名）

※「利用したことがない」以外を回答した人のみ（回答者：6,467名）

※「利用したことがない」以外を回答した人のみ（回答者：6,467名）
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ゲオグループニュース

　台湾現地法人セカンドストリート台湾

は、2020年8月28日、台湾の常設店舗1

号店「2nd STREET台北西門店」を台北市

西門地区にオープンしました。

　セカンドストリートは現在、日本全国に

670店舗以上を展開しています。海外で

は、2018年1月に米国1号店をオープン

し、米国では現在6店舗を展開、2018年

6月にマレーシア1号店をオープンし、マ

レーシアでは現在4店舗を展開していま

す。台湾は、セカンドストリートの海外展開

として3カ国目です。

　また、台湾展開に向けたテストマーケ

ティングとして、1号店に先駆け、セカンド

ストリートのPOP-UP SHOPを台湾台北

市にある複合商業施設にて2020年4月

24日から2020年7月31日まで開催しま

した。多くのお客さまにご来店いただき、

台湾展開の手ごたえを感じています。

　「2nd STREET台北西門店」での取扱商

品は、日本全国のセカンドストリートで買

取した豊富な在庫の中から厳選した衣料

品やバッグ・靴・アクセサリーなどの服飾

品計約7,000点のリユース商品です。日本

のデザイナーズブランドをはじめ、アメリ

カやヨーロッパのデザイナーズブランド

の商品や、国際的に人気のあるラグジュア

リーブランド、セレクトショップなどで取

り扱われる商品などを高品質かつ、リーズ

ナブルな価格でラインアップしています。

セカンドストリート、海外展開3カ国目となる台湾に進出
常設1号店を台北市西門地区にオープン！

■	2nd	STREET台北西門店
オープン日 ： 2020年8月28日（現地時間）
住　　所 ： 台北市萬華区昆明街120號・122號
営業時間 ： 11:00～22：00／年中無休
総 坪 数 ： 68坪
取扱商品 ： 衣料品、バッグ・靴・アクセサリー
　　　　　などの服飾品、計約7,000点の
　　　　　リユース商品

　ゲオストアは、2020年7月17日より

「ゲオオリジナル オリガミケース」付き

Nintendo Switch™ゲームソフト『ペー

パーマリオ　オリガミキング』（発売元：

任天堂株式会社）の販売を全国のゲオ

ショップ約1,200店舗およびゲオの公

式ECサイトで開始しました。

　『ペーパーマリオ　オリガミキング』は、

ペーパークラフトのような世界を紙でで

きたペラペラなマリオが冒険する、アク

ションアドベンチャーゲームです。

　「ゲオオリジナル オリガミケース」

は、本作に登場するペラペラなマリオと

キャラクターたちが描かれており、折り

紙が300枚入る仕様になっています。折

り紙だけでなく、文房具や小物などを入

れて持ち歩くことも可能です。

「ゲオオリジナル オリガミケース」付き！
Nintendo Switch™ゲームソフト『ペーパーマリオ　オリガミキング』を販売開始

■	ゲオアプリ紹介サイト
https://geo-online.co.jp/store_info/
service/geoappli.html

■	『ペーパーマリオ		オリガミキング』公式サイト
https://www.nintendo.co.jp/switch/aruua/index.html

■	「ゲオオリジナル	オリガミケース」付き
　	『ペーパーマリオ　オリガミキング』
発 売 日 ： 2020年7月17日
価　　格 ： 5,980円（税抜）
販売店舗 ： 全国のゲオショップ、ゲオオンラインストア
同梱内容 ： ①Nintendo Switch™ゲームソフト
　　　　　『ペーパーマリオ　オリガミキング』
　　　　　②「ゲオオリジナル オリガミケース」
　　　　　（165mm×170mm×45mm、300枚収納）

　ゲオストアは、2020年6月、公式アプリ

「ゲオアプリ」をリニューアルしました。

　「ゲオアプリ」は“お得に・便利に・楽し

く”ゲオ店舗を利用することを目的とし

たアプリで、会員証機能のほか、お得な

クーポンや店舗検索・新作ゲームの予

約、普段利用するゲオ店舗での取り扱い

在庫検索やレンタル履歴、返却通知機

能、作品レビューなどの機能を搭載して

います。2020年5月には900万ダウン

ロードを達成しました。

　リニューアルでは、ユーザー個々人の興

味・関心・行動に合わせてサービスを最適

化し、店舗利用の利便性をさらに高める

ために、よりシンプルでわかりやすいユー

ザーインターフェイス・ユーザーエクスペ

リエンスへと改善しました。「キャンペー

ン情報」「クーポン」「会員証」「店舗検索」

よりシンプルでわかりやすいデザインに！公式アプリ「ゲオアプリ」がリニューアル

　このオリガミケースは従来のパッケー

ジソフトに付加するもので、オリジナルオ

リガミケース付き『ペーパーマリオ　オリ

ガミキング』が手に入るのはゲオだけです。

「作品検索」といった既存の重要機能に

はよりたどり着きやすく、かつ「商品情報」

や「お気に入り商品のレンタル状況や在

庫確認」への導線も強化し、ゲームやDVD

など店舗で購入した商品の「購入履歴」が

閲覧できる機能も追加されました。

今後は買取サービスも行う予定です。

　また、立地は、台北市の中でも繁華街と

して言われている西門町に位置していま

す。カフェやアパレルショップなどが立ち

並び、台湾のトレンドの発信地として地元

客や観光客で賑っています。

　セカンドストリート台湾は、2021年3月

末までに3店舗の出店を予定しています。
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■	セカンドトイ印西ビッグホップ店
オープン ： 2020年8月1日
住　　所 ： 千葉県印西市原1丁目2番地
 　　　　  BIGHOPガーデンモール印西1F
電話番号 ： 0476-48-1202
営業時間 ： 10:00～20:00（年中無休）
売場面積 ： 53坪
取扱商品 ： ホビー（販売・買取）

■	セカンドストリート	アメリカ村店
オープン ： 2020年7月18日
住　　所 ： 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-18-5
電話番号 ： 06-6484-2091
営業時間 ： 11:00～20:00（年中無休）
売場面積 ： 63坪
取扱商品 ： 【販売】メンズ　衣料品/服飾品、
　　　　　【買取】衣料品/服飾品

　セカンドストリートは、2020年7月

18日、大阪府中央区西心斎橋にメンズ

の衣料・服飾品を専門とするコンセプト

ショップ「セカンドストリートアメリカ村

店」をオープンしました。

　立地は大阪府中央区西心斎橋の三

角公園を中心に広がるアメリカ村（通

称：アメ村）として知られるエリアで、同

店は三角公園の正面に位置しています。

若者向けショップが集まるアメリカ村

は、大阪の観光地としても知られており、

ファッション、ミュージック、グルメ、アー

トなど新しいカルチャーの発信地とも

言われています。

　同店は、関西初のメンズ向けコンセプ

トショップで、店内には、日本全国やさ

まざまな国・地域から観光客などが集ま

るアメリカ村の立地特性を生かし、近年

のファッショントレンドであるストリー

ト系ファッションアイテムやスニーカー

を中心に、ラグジュアリーブランドや年

代物のヴィンテージ古着など衣料・服飾

品を計6,200点以上取り揃えています。

　セカンドストリートは今後も、さまざ

まな形態で出店を続けながら、2023年

3月期末までに800店舗への拡大を目

指します。

大阪の文化発信地“アメ村”にメンズ向けコンセプトショップをオープン！
ストリートファッションやヴィンテージファッションなどを展開

グループニュース

　セカンドストリートは、千葉県印西市に

ある複合商業施設「ビッグホップガーデ

ンモール印西」内にセカンドストリート初

の“ホビー商材”に特化した専門店『セカ

ンドトイ印西ビッグホップ店』を2020年

8月1日にオープンしました。

　同店には、フィギュアやプラモデル、ミ

ニカー、希少価値の高いソフビ人形など

ファミリー層からコレクター層まで幅広

く楽しんでいただけるリユースのホビー

商材計1万点以上をラインアップしてい

ます。ホビー商材はリユース市場が年々

拡大していることや、セカンドストリート

の取扱商材の中で、深耕できる領域であ

ることを踏まえての出店となります。

　なお、同じ施設内に総合リユース

ショップ「セカンドストリート印西ビッグ

ホップ店」とアウトドアギア専門店「セカ

ンドアウトドア印西ビッグホップ店」も同

時オープンしました。

セカンドストリート初のホビー商材専門店！
「セカンドトイ」を千葉県印西市にオープン

■	『ハリウッド・セレクション』
　	特設サイト
https://contents.geo-online.co.jp/
gkp/hollywood_selection/

　ゲオストアは、劇場未公開となったハ

リウッド・メジャースタジオの大作3作

品を3カ月連続で先行レンタルする『ハ

リウッド・セレクション』を全国のゲオ

ショップ約1,200店舗にて2020年7

月15日より実施しています。対象作品は

「レディ・オア・ノット」（7月15日レンタ

ル開始）、「シャフト／SHAFT」（8月26

日レンタル開始）、「リズム・セクション

－復讐の銃弾－」（9月2日レンタル開

始）の3作品です。

　「レディ・オア・ノット」は、全米批評サ

イト、ロッテン・トマトで「IT／イット」シ

リーズなど、同ジャンルの話題作を超え

て88％の高評価（※2019/11/20時

点）を獲得した、大豪邸を舞台に繰り広

げられる衝撃のリベンジ・アクションで

す。

　「シャフト／SHAFT」は、71年製作の

クライムアクション「黒いジャガー」のリ

メイク作品「シャフト（2000）」の続編

で、私立探偵ジョン・シャフトがFBI分析

官である息子とともに殺人事件の捜査

に奔走する姿を描くノンストップ・アク

ションコメディーです。

　「リズム・セクション －復讐の銃弾

ゲオ初の試み『ハリウッド・セレクション』を実施中！
劇場未公開のハリウッド・メジャースタジオの大作を先行リリース

－」は、「007」シリーズの制作プロダク

ションによる復讐に燃える女性を描い

た作品で、激しいアクションやカーチェ

イスシーンが緊張感の中で繰り広げら

れるスパイアクションとなっています。

　ゲオは今後も、映像作品に関する取

り組みを行い、お客さまとさまざまな作

品との出会いの場を創造していきます。
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新店舗情報 7月1日-9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8月末

直営 代理店 FC 合計
ゲオ 1,009 97 54 1,160
ゲオモバイル（単独店） 23 0 0 23
スーパーセカンドストリート 8 0 0 8
セカンドストリート（※2） 611 0 43 654
セカンドストリート：USA 6 0 0 6
セカンドストリート：マレーシア 4 0 0 4
セカンドアウトドア 7 0 0 7
ジャンブルストア 1 0 10 11
アンティクローズ 2 0 0 2
ウェアハウス 12 0 0 12
Luck･Rack Clearance Market 5 0 0 5
OKURA 10 0 0 10
GEO SPEED 1 0 0 1
文具のブンゾウ 14 0 0 14
その他（※3） 8 0 3 11
合計 1,721 97 110 1,928

※2：Doki-Doki、Oki-Doki、セカンドトイ含む
※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：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・販売店です

東北地区

福島県
● ゲオヨークタウン福島野田店
　  オープン日：8月1日（土）

関東地区

東京都
● ゲオ町田小川店
　  オープン日：7月4日（土）

● ゲオグランデュオ蒲田店
　  オープン日：8月8日（土）

● OKURA銀座本店（※1）
　  オープン日：9月19日（土）

千葉県
● セカンドストリート
　 印西ビッグホップ店
　  オープン日：8月1日（土）

埼玉県
● アンティクローズ
　 ららぽーと新三郷店
　  オープン日：9月12日（土） 

● セカンドアウトドア
　 印西ビッグホップ店
　  オープン日：8月1日（土）

● セカンドトイ
　 印西ビッグホップ店
　  オープン日：8月1日（土）

関西地区

● OKURA戎橋中央店（※1）
　  オープン日 ： 9月11日（金） 

● セカンドストリート東大阪善根寺店
　  オープン日 ： 8月22日（土）

● OKURA心斎橋店（※1）
　  オープン日 ： 9月11日（金）

● セカンドストリート大正千島店
　  オープン日 ： 9月26日（土）

● セカンドストリート西昆陽店
　  オープン日 ： 9月19日（土）

岐阜県
● セカンドストリート土岐店
　  オープン日 ： 7月23日（木）

愛知県
● OKURA名古屋大須店（※1）
　  オープン日 ： 8月28日（金）

中部地区

新潟県
● セカンドアウトドア新潟大学前店
　  オープン日 ： 9月19日（土）

福井県
● セカンドストリート坂井春江店
　  オープン日 ： 9月19日（土） 

● セカンドストリート尼崎浜田店
　  オープン日 ： 8月21日（金） 

関西地区

大阪府
● セカンドストリートアメリカ村店
　  オープン日 ： 7月18日（土） 

兵庫県
● セカンドストリート和田山店
　  オープン日 ： 7月22日（水）

静岡県
● セカンドストリート静岡長沼店
　  オープン日 ： 9月19日（土）

中国地区

山口県
● セカンドストリート宇部厚南店
　  オープン日 ： 9月19日（土） 

九州地区

福岡県
● セカンドストリート筑紫野インター店
　  オープン日 ： 8月1日（土）

● セカンドストリート桧原店
　  オープン日 ： 9月5日（土）

マレーシア

● 2nd STREET BANGSAR BARU
　  オープン日 ： 9月12日（土）

石川県
● セカンドストリート高尾台店
　  オープン日 ： 7月18日（土）


