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　ゲオグループは、このほど2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月～2020年12月）を発表
しました。新品ゲーム関連商品の販売が堅調に推移した結果、売上高は前期比109.6％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。

　当第3四半期連結累計期間における
事業環境は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のための外出自粛により、消費
活動・経済活動に停滞ムードが漂い続
けるものでありました。このような環境の
なか、当社グループでは、店舗営業時間
の短縮対応、従業員のマスク着用、アル
コール消毒などを関係機関からの指針
に従って実施し、お客さま・従業員の安
全に十分に配慮しながら商品・サービス
の提供を行い、「豊かで楽しい日常の暮
らしを提供する」ことを目指し、さまざま
な取り組みを続けています。
　営業概況は、新型コロナウイルスによ
る影響下での新作の供給不足も加わ
り、レンタル映像市場の下降トレンドは
加速度を増していますが、物品販売につ
いてはゲームソフト並びにハードに対す
る巣ごもり需要は継続しており、新品商
材の売上は比較的順調な推移が継続し
ました。また、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について
は外出自粛の影響を受け、特に主力のリ
ユース衣料・服飾雑貨の不調が続いてい
ます。
　これらの結果、売上高は前年同期を

上回りましたが、キャッシュレス決済の
増加に伴う販売手数料と来店誘引のた
めの広告宣伝費・販売促進費など販売
費の増加、店舗出店に伴う人件費増加、
新規フォーマット店舗の開発費用など
販売管理費の増加を賄いきれず、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期実績を下
回る結果となりました。
　新型コロナウイルスの経済活動に対
する影響は長期化していますが、ゲオ
ショップの閉店を含めた店舗網の再構
築と並行して、新型コロナウイルスの影
響鎮静化後の経済回復を見据えて、セカ
ンドストリートを中心とした出店は継続
して行っていきます。リユース市場の深
耕を継続し、また実店舗以外でも市場の
成長が続いているインターネットを介し
た販売・サービスの提供について、オン
ラインサイト・アプリによる情報提供、買
取手法や集客施策など、お客さまのニー
ズに対応するさまざまな販売・買取の機
会を増やすことで、当社グループのサー
ビスをより簡便にご利用頂ける環境整
備を進めています。
　これらの結果、当第3四半期連結累計

期間における当社グループの業績は、売
上高2,433億円(前年同期比109.6％)、
売上総利益949億円（同103.4％）、販
管費904億円（同106.8％）、営業利益
44億円(同62.8％)、経常利益は47億
円(同62.5％)、親会社株主に帰属する
四半期純利益は10億円(同24.2％)とな
りました。
■ 主要商材別売上高・売上総利益
　主要商材別では、レンタルが低調に推
移したものの、新品ゲーム商材の売上が
好調につき売上総利益を確保できまし
た。「メディア系リユース」の売上高は
401億円（前期比98.8％）、売上総利益
は167億円（同102.7％）でした。「リ
ユース系リユース」の売上高は550億円
（同113.6％）、売上総利益は293億円
（同99.2％）でした。「レンタル」の売上高
は395億円（同91.0％）、売上総利益は
260億円（同95.8％）でした。「新品」の
売上高は760億円（同128.6％）、売上
総利益は118億円（同131.7％）でし
た。ゲーム関連商材においては本体
（ハード）の巣ごもり的な需要が商品供
給を上回る状態からの改善も進み、また
11月には新型ゲーム機（PS5）の発売開

新品ゲーム関連商品の販売が堅調に推移したこと
により増収
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※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

■ 第3四半期の売上推移（累計） ■ 第3四半期の営業利益推移（累計）

■ 2021年3月期第3四半期連結業績（累計） ■ 2021年3月期第3四半期商材別売上高・売上総利益（累計）
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始もあり、良好な売上推移が継続しまし
た。市場の下降トレンドが継続するレン
タルの比率を下げ、セカンドストリートを
中心とする新規出店などにより、リユー
ス系リユース商材の構成比を高めること
を戦略的に進めています。しかしながら、
当第3四半期におきましては、巣ごもり
需要としてゲーム関連商材の新品販売
が増加した結果、リユース商材の売上総
利益構成比率が低下しました。
■ ゲオグループの取り組み
　ゲオグループは引き続き以下の点に
ついて取り組んでいます。まず「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、リユース市場の成長は続
いています。リユース市場において圧倒
的No.1企業となるべく、2023年3月期
末までに800店舗体制を目指し、新型コ
ロナウイルスの影響が続く中ですが、第
2四半期は16店舗(出店17・退店1)増、
第3四半期は29店舗(出店32・退店3)
増と積極的な出店を継続することによ
り、リユース市場の深耕を続けています。
　また、当第3四半期のセカンドスト
リートの海外展開として、アメリカ3店

舗、マレーシア1店舗を出店したことによ
り、第3四半期末時点でアメリカ9店舗、
マレーシア6店舗、台湾1店舗となりまし
た。新型コロナウイルスの影響で一時休
業していたアメリカ店舗も一部営業時
間短縮を続けながらも再開しています。
マレーシア・台湾では新型コロナウイル
スの営業への影響は軽微な状況です。マ
レーシアでの出店に際しては日本からの
渡航制限もあり、現地スタッフのみで新
店準備を行いましたが、予定通りの出店
ができ運営の現地化も進んでいます。
　次に「ITの積極活用とオンラインの強
化」です。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
126.7％と伸長しています。特に新型コ
ロナウイルス環境下での店舗対応とし
て、セカンドストリート店舗からECサイ
トへの店舗併売商品の出品を進めた結
果、巣ごもり消費の波にも乗れたことも
あり、セカンドストリート自社サイトでの
売上と販売数は、前期比187.2％と
199.8％と大きく伸長しました。自社サ
イトの認知向上と物流整備により、お客
さまが求めるシームレスなサービス提供

基盤の整備に努めていきます。
　そして「新規フォーマット・商材の育成
と獲得」です。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
スを行っている「OKURA TOKYO」（おお
蔵）は、当第3四半期においてセカンドス
トリートとの併設店舗として大阪本店の
出店を行いました。リユースラグジュア
リー商品販売についての新型コロナウイ
ルスの影響は、衣料・服飾雑貨商品より
長期化の様相はありますが、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。「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。当第3四半期には名
古屋市・静岡市の駅前立地の商業ビル
への出店も含め3店舗の出店を行いまし
た。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。
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――人財採用課の役割を教えてくださ
い。
西尾「人財採用課は20名ほどのチーム
で、新卒やキャリア採用、パートやアルバ
イトの採用全般に係る業務を担ってい
ます。年によって採用数は変化しますが、
新卒、キャリア採用、正社員登用なども
含めると、だいたい年間で500名ほど採
用しています。また、人財採用課では他
部署へのキャリアパスも支援していま
す。当社は主力のリユース、メディア両事
業の他、モバイルやオフプライス事業な
どを展開していますが、社員はさまざま
な部署を異動し、経験を積みながら自分
の適性を探っていきます。」

――21年4月入社の新卒採用は200
名を超え過去最多でした。どのような採
用戦略をとったのですか。
西尾「世間では、コロナ禍での求人の厳
しさがクローズアップされていますが、当
社は当初の見込みよりも内定承諾率が
高い結果となりました。採用者数が多
かったのは市場で良い人材に出会えた
ということが理由ですが、合同企業説明
会などに出展し、学生に当社に興味を
もってくれるきっかけをつくったリクルー
ターの努力も大きかったと思います。

　リクルーター制度は2015年から始め
ました。当社に興味を持ってくれる学生
の母集団を形成することが狙いです。リ
クルーターは説明会などで学生と接点
を持ち、当社がどんな会社かを説明した
り、学生の相談に乗ったりします。内定を
出した後も入社まで学生をフォローしま
す。当社のリクルーターは学生と年齢の
近い、入社３年目未満の新卒社員６人の
ユニットです。年齢が近いと、学生も親し
みやすさを感じやすく、関係を構築しや
すいという考えからです。また、リクルー
ターにとっても学生に説明するために会
社を客観的に見ることができる良い機
会になります。」

――コロナ禍で採用の方法に変化はあ
りましたか。
沖村「対面イベントが軒並み減り、会社
説明会や面接のオンライン化が進みま
した。これまで当社の会社説明会は、首
都圏や地方都市での開催がメインで、東
京や本社がある名古屋に加え、大阪、福
岡などに住む学生の方の参加が多かっ
たのですが、オンライン説明会に切り替
えてからは、参加者が全国に広がりまし
た。これは場所の制約がなくなるオンラ
イン説明会のメリットだと思います。より

多くの学生にお会いできることが何より
もうれしいです。
　また、ツイッターやフェイスブックなど
のSNSを活用した発信にも力を入れて
います。多くのチャネルを持つことで、学
生のエントリーを待つだけではなく、こ
ちらからも積極的に接点を持つことがで
きます。まずはゲオホールディングスが
どんな会社かを知ってもらうところから
始めています」

――入社後はどのようなキャリアを形
成するのでしょうか。
沖村「最初は全国の『セカンドストリー
ト』や『ゲオ』などの店舗に配属される
ケースが大半です。店舗ではリユース品
の買取査定や、店舗運営などについて学
びます。アシスタントマネージャーから始
まり、3年ほどで店長に昇格できるよう
目指します。それから5～10店舗を統括
するエリアマネージャー、その後、県単
位などより広い範囲で20、30店舗をま

この人に聞く 沖村 友徳氏
人財開発部 人財採用課
新卒採用ユニットリーダー

おき むら　 とも のり

西尾 旭氏
（株）ゲオホールディングス 人財開発部 人財採用課

マネージャー

にし   お　 あきら

新規学卒者の
入社予定数が過去最多
リクルーターが活躍
オンライン説明会進む
 ゲオホールディングスは、成長戦略に寄与できるゲオらしい『人財育成』
を進めながら積極的に採用しています。2021年4月入社の新卒採用は
200名を超える入社予定者となっており過去最高数でした。ゲオホール
ディングスを多くの学生に知ってもらおうと採用活動を支えているのが、
若手社員が担うリクルーターたちです。長引くコロナ禍で合同企業説明会
などの対面イベントが減る中で、どのような採用戦略をとっているのでしょ
うか。人財開発部人財採用課の西尾旭マネージャーと、新卒採用ユニット
リーダーの沖村友徳氏に聞きました。

西尾 旭
1979年4月10日生まれ  香川県出身
2003年  8月（株）ゲオ入社
2006年  　    メディア四国ゾーンAM
2012年         中国四国運営1グループ運営グループ長
2019年12月  組織開発部 組織開発課
2020年  4月  人財開発部 人財採用課 マネージャー

沖村 友徳
1994年1月28日生まれ  広島県出身
2016年  4月（株）ゲオ入社
2017年12月  組織開発部 組織開発課
2018年  4月  組織開発部 人財採用課
2020年  6月  人財開発部 人財採用課 新卒採用ユニット
2020年  9月  人財開発部 人財採用課 新卒採用ユニット　
                    ユニットリーダー
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この人に聞く

とめるゾーンマネージャーにステップアッ
プしていきます。
　もちろん店舗マネジメントだけではな
く、間接部門への配置転換もあり、業務
システムの分析や店舗開発、商品企画
管理、経営管理などさまざまな部署で仕
事の経験を積みながら、適性に合った分
野でのスペシャリストを目指します」

――「論理的思考力」を求めて、これまで
文系を多く採用していた企業でも理系
人材の獲得に力を入れる企業が増えて
います。
沖村「当社でもECやOMOを広げていく
にあたり、理系の採用は積極的に進めて
いきたいと考えています。まずは当社を
知ってもらうためにリクルーターが理系
の就職イベントへ出展したり、インター
ンシップを開いたりしています。
　今はまさに22年4月入社の採用活動
を進めているところですが、2月に行った
当社のインターンシップでは理系学生向
けのコースを用意しました。１日体験を
通して、実際に世界一のリユース企業を
目指す上で必要な事業戦略を立てても
らい、社員からフィードバックを行いまし
た。当社のECやマーケティング部門は、
理系の学生がこれまで学んだきたことを
生かせる場です。今後は理系学生の採用

を進めるために大学の研究室ともコンタ
クトを取っていきたいと思います。
　インターンシップ全体に関して言え
ば、リユースの買取や二次流通について
学んだり、人事の仕事に触れたりといっ
た体験型のカリキュラムを組んでいま
す。対面、オンラインでの開催の両軸で
進めています」

――女性が活躍できる職場づくりが求
められています。出産、育児というライフ
イベントと仕事を両立できる仕組みな
ど、どんな点に力を入れていますか。
西尾「当社では、今、女性社員は全体の
17%ほどですが、今後は新卒で55%ほ
どに女性の比率を高めたいと考えていま
す。当社の店舗に来店されるお客さまの
半分は女性で、マーケティングや接客と
いった幅広い業務で女性の知見が必要
です。
　間接部署では店舗での勤務経験を生
かして活躍し、出産後も勤務を続ける女
性社員が数多くいます。一方で、店舗勤
務は土日出勤などもあるため、出産後も
勤務を続けるというケースはまだ少な
く、それが課題です。店舗でも女性が働
きやすい環境を整え、働き続ける実例を
増やしていきたいと考えています」

――社会では働き方への考え方も変化
しています。
西尾「働く人が勤務時間を自由に設定
できるフレックスタイム制度や、自宅から
通える範囲で勤務ができるエリア社員
制度も設け、多様な働き方ができる環境
を整えています。コロナ禍で在宅勤務制
度も浸透しました。また、男性従業員の
育児休業取得も増えています。
　キャリア支援ではグループ全体の進
化を考えて、キャリアに応じた社内外で
の研修を行っています。当社は米国やマ
レーシア、台湾に『セカンドストリート』の
店舗を展開しているので、米国での海外
研修も行っています」

――今後の採用方針を教えてください。
西尾「私たちは、相手の立場になって物
事を考えることができる人材が何よりも
強いと考えています。21年４月の採用活
動においても当社の経営理念に共感し
てくれた学生が数多くエントリーしてく
れました。そういった方がいればぜひお
迎えしたい。また、良識を持ちながら常
識を疑える人を求めています。今やって
いる仕事を当たり前と思うのではなく、
日々の業務を工夫しながら進めていけ
る、そんな気持ちを持った方と一緒に仕
事をしていきたいと思っています」
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● ゼネラルマネジャー

● ゾーンマネジャー

● リユース
   セントラルバイヤー

● マーチャンタイザー

● 流通企画職 ● 経理企画職

● 教育企画職

● 業務改革企画職

● データ分析官

● デジタル企画職

スペシャリストの職種例

教育配転で様々な部署を経験

店舗にて
お客様からの
品物を買取、
販売する仕事

新商品開発
商品管理の

仕事

店舗・
EC営業の支援、
売れる仕組みを

作る仕事

商品・
サービスを
お客様に

届ける仕事

会社全体を
支える

バックオフィス
の仕事

● 店長

●エリアマネジャー

● 新商品開発

● リユース
    買取査定

● バイヤー

● マーケティング

● 物件開発

● 営業企画

● 店舗設計

● 物流管理

● EC物流管理

● 経営企画

● 人事

● 財務

● 広報

店舗の経験より
スタート

キャリアパスイメージ図



■ どのような働き方が理想ですか？（複数回答） ■ 現在、理想の働き方ができていると
　 感じますか？

給料が安定している、給料が高い

人間関係が良好である

好きな時間に働くことができる

プライベートの時間を大切にできる

好きなことを仕事にしている

働く場所を選べる

残業がない、少ない

1,759

1,544

1,152

946

613

594

512

わからない 195

その他 59

4500 900 1,350 1,800（人数）

できている
 

まあまあ
できている
30％

あまり
できていない
20％

できていない
18％

わからない 6％

働いていない
18％

8％

　コロナ禍で働き方が大きく変化する中、
働く人はどんな職場を望んでいるので
しょうか。ゲオホールディングスは、2月
12日～15日の４日間、ゲオアプリの利
用者に「理想の働き方」についてのアン
ケートを実施し、会社選びで重視するポ
イントや会社に望むことがわかってきま
した。アンケートの結果を紹介します。

「給与安定」がトップ、
人間関係の良さも重視
 アンケートに回答した人は男性2,139
人、女性1,189人の計3,328人です。年
代は20代以下、30～50代の各年代、
60代以上に分けて調査しました。全体
のうち、約7割が仕事をしていると回答し
ました。
　「理想の働き方、職場」について聞いた
設問に対しては、「給料が安定している、
給料が高い」を選んだ人がトップで、過
半数を占めました。コロナ禍で経済の回
復が遅れている中で、安定した収入を求
める人が多いことが分かります。
　次いで「人間関係が良好である」
（46.4%）、「好きな時間に働くことがで
きる」（34.6%）が続きました。職場で良
好な人間関係を築くことは、働きやすさ
に直結するため、重視する人が多いよう
です。
　「好きな時間に働くことができる」こと
が上位にランクインしたのは、勤務時間

を自由に選べる「フレックスタイム制」や
リモートワークを取り入れる企業が増え、
働き方の選択肢が増えたことが背景に
あるのではないでしょうか。

理想の働き方ができている人は4割
　皆が理想とする働き方ができている
かと言えば、現実はそう甘くはなさそう
です。「現在理想の働き方ができている
か」という問いには、「できている」、「まあ
まあできている」と答えた人が4割いた
一方で、「あまりできていない」「できてい
ない」と回答した人も4割いました。
　また、「会社を選ぶ時にどんな点を重
視するか」について複数回答で聞いたと
ころ、最も多かったのは「給料」、次いで
「仕事内容」や「社風・人」が続きました。
「やりがい」や「勤務地」、「勤務時間、残
業時間」「福利厚生の良さ」なども上位に
ランクインしました。
　給料や勤務地などを重視しながらも、
仕事のやりがいや職場の人間関係の良
さを求めていることが表れています。

コロナ禍でリモートワークが拡大
　働き方改革が進み、企業側も社内制
度や運用を変えようとする姿勢が見てと
れます。
　「近年、会社の制度やルールに変更が
あった」と回答した人は約3割です。
具体的には、職場の環境（37.1%）、在宅

ワークなどの勤務形態（25.4%）、休暇
（22.2%）、フレックスや時短などの勤務
時間（20.1%）が上がりました。
　職場の環境が変わったという回答か
らは、コロナ禍で感染予防策がとられた
ことなどが見て取れます。また、感染リス
クを減らすための在宅ワークや時差出勤
なども一気に広がりました。
　さらに、まだ少数ではありますが、副業
を解禁する会社も出てきています。一つ
の会社に捉われない働き方ができる副
業は、日本の課題である雇用の流動化を
高める効果が期待できます。
　「変更してほしいと感じる会社の制度、
ルールはありますか」の問いには職場環
境（24.3%）、休暇（17.5%）、通勤・住宅
手当（16.8%）が挙がりました。休暇の取
りやすさや手当の拡充といった福利厚生
の拡充を希望する声が目立ちます。
　就職情報サイトのマイナビが2020年
4月に発表した、2021年卒の大学・大学
院生へのアンケートによると、新卒者の
企業選択のポイントは「安定している」
「自分のやりたい仕事（職種）ができる」
「給料がよい」がトップ３を占めました。
今回の調査結果とほぼ同じ傾向が出て
います。
　長期化するコロナ禍で先行きが見え
ない中で、安定した職場を求める傾向は
しばらく続きそうです。
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働き方変化に関するアンケート調査

理想の働き方は？ 安定や人間関係を重視



オープン日：2020年12月19日（現地時間）
所 在 地：2539 Telegraph Avenue,
　　　　　 Berkeley, California 94704
営業時間：11：00～19：00
総 坪 数：127坪

■ 2nd STREET Telegraph
    （セカンドストリート テレグラフ店）

オープン日：2021年2月5日（現地時間）
所 在 地：台北市信義區松智路17號4樓
営業時間：11：00 ～ 21：30
　　　　（木・金・土・祝日前日のみ 
　　　　  11：00 ～ 22：00）
総 坪 数：100坪

■ 2nd STREET 微風南山atre店
    （セカンドストリート ビフウナンザンアトレ店）

　セカンドストリートUSAは、2020年
12月19日、カリフォルニア州バーク
レー市テレグラフ・アベニューに、米国9
号店となる「セカンドストリート テレグラ
フ店」をオープンしました。テレグラフ・ア
ベニューは、複数の大学があるエリアで、
飲食店や雑貨屋、アパレルショップなど
が立ち並んでおり、平日も多くの人たち
で賑わっています。店内では、日本をはじ
め、アメリカやヨーロッパのデザイナー
ズブランドや、国際的に人気のあるラグ
ジュアリーブランドなどのリユース商品
を豊富に取り揃えています。
　また、セカンドストリート台湾は、2021
年2月5日、台北市にある複合商業施設
「微風南山（Breeze NAN SHAN）atre」
内に、台湾2号店となる「セカンドスト
リート 微風南山atre店」をオープンしま

した。『微風南山』があるエリアは、台北
のランドマークの一つである超高層ビル
「台北101」もあり、観光客や現地の人が
多く集まります。店内では、日本全国のセ
カンドストリートで買取した在庫から厳
選した衣料品や服飾品などのリユース品
を取り扱い、日本のセカンドストリートの
陳列方法に合わせ、見やすく整頓された
売場に仕上げています。さらに、近年のト
レンドに沿ったファッションスタイルの提
案もしていきます。
　セカンドストリート台湾は、今後もマー
ケティングリサーチを継続し、台湾国内
での多店舗展開の拡大について判断し
ていきます。
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ゲオグループニュース

リユースショップ「セカンドストリート」が米国９号店、台湾２号店を出店！リユースショップ「セカンドストリート」が米国９号店、台湾２号店を出店！

「Luck･Rack Clearance Market」を静岡県と高知県に初出店！「Luck･Rack Clearance Market」を静岡県と高知県に初出店！

オープン日：2020年12月9日
所 在 地：静岡県静岡市葵区御幸町10-2 
              松坂屋静岡店北館5F
営業時間：10:00～19:00
売場坪数：156坪

■ Luck･Rack Clearance Market
　 松坂屋静岡店

オープン日：2021年2月19日
所 在 地：高知県高知市帯屋町1丁目6番1号 
              大丸高知店 東館2F
営業時間：10:00～19:00
売場坪数：189坪

■ Luck･Rack Clearance Market
　 高知大丸店

　ゲオクリアは、メーカーや小売店など
の余剰商品などを仕入れ、低価格で販
売するオフプライスストア業態「Luck･
Rack Clearance Market」の新店舗を
2店舗オープンしました。
　新たにオープンしたのは、2020年12
月9日に静岡県への初出店となる「ラッ
ク・ラック クリアランス マーケット 松坂
屋静岡店」、2021年2月19日に高知県
への初出店となる「ラック・ラック クリア
ランス マーケット 高知大丸店」です。
　両店とも、衣料品や服飾品、リビング

雑貨などを取り扱い、スポーツブランド
をはじめ、インポートブランドやカジュア
ルブランドなど、さまざまなブランドをラ
インアップしています。また、「宝探しのよ
うなショッピング体験」をショップコンセ
プトに、リアル店舗の強みである“買い物
を楽しめる空間”を提供します。また、欲
しい商品を見つけやすいように陳列の
工夫もしています。
　今後、ゲオクリアはゲオの強みである
全国でのチェーンストア展開を目指して
いきます。

「ゲオあれこれレンタル」レンタル後の購入サービス開始！「ゲオあれこれレンタル」レンタル後の購入サービス開始！
　ゲオは、2020年12月14日より、物品
レンタルWEBサービス「ゲオあれこれレ
ンタル」にて、レンタル後に商品をそのま
ま購入できるサービスを開始しました。
　「ゲオあれこれレンタル」は、カメラな
どの家電製品やスマートフォンなどのさ
まざまな物品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、
近年のライフスタイルの変化や、ローコ
ストを実現したいというニーズに応える
ため、2019年11月に開始しました。

今回の購入サービスでは、必要だと判断
したものだけを購入することができ、購
入の失敗や購入後のミスマッチを軽減
することが可能です。
　対象商品は、スマートフォンやノート
パソコンなどのPC・周辺機器、キッチン
家電や掃除機などの生活家電、美容家
電など約80商品（※1）で、随時対象商品
を増やす予定です。なお、商品の購入金
額は、販売価格から支払い済みのレンタ
ル料金を差し引いた金額となります。

「ゲオあれこれレンタル」公式サイト： 
https://geo-arekore.jp/

セカンドストリート テレグラフ店

ラック ラック クリアランス マーケット

　今後は、レンタル商品の種類や数量、
レンタル後に購入可能な対象商品数を
増やすことで利便性向上を図り、利用者
増加を目指します。

（※2）

※1：対象商品はHPにてご確認ください 
※2：商品によって販売金額は異なります。

販売価格からレンタル料金を引いた金
額が0円以下になる場合はどの商品も
一律550円（税込）となります。
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グループニュース

オープン日：2021年1月23日
所 在 地：石川県金沢市戸板西1丁目7番地
営業時間：10：00～22：00（年中無休）
売場坪数：754坪

■ スーパーセカンドストリート
　 金沢示野店

オープン日：2021年2月19日
所 在 地：埼玉県所沢市東町5丁目22番
              トコトコスクエア4F
営業時間：10：00～20：00（年中無休）
売場坪数：440坪

■ スーパーセカンドストリート
　 所沢トコトコスクエア店

オープン日：2020年12月5日
所 在 地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋
　　　　  2-5-3 1F
営業時間：11:00～21:00（年中無休）
売場坪数：78坪

■ OKURA大阪本店

オープン日：2020年12月5日
所 在 地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋
　　　　  2-5-3 2F
営業時間：11:00～21:00（年中無休）
売場坪数：60坪

■ セカンドストリート心斎橋南店

外観写真

ゲオオリジナル「マルチポーチ」

販売場所：ゲオオンラインストア、ゲオショップ560店舗
販売価格：42,900円（税込）
ゲオオンラインストア商品ページ：
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986161801/

■ 4K/HDR対応50V型液晶テレビ（GH-TV50CGE-BK）

　セカンドストリートは、大型リユース
ショップ「スーパーセカンドストリート」の
新店舗を2店舗オープンし、10店舗の出
店を達成しました。
　新たにオープンしたのは、2021年1月
23日に北陸地方初となる「スーパーセカ
ンドストリート金沢示野店」、2021年2
月19日に埼玉県所沢市の商業施設
「TOCOTOCO SQUARE（トコトコスクエ
ア）」4階にオープンした「スーパーセカン
ドストリート所沢トコトコスクエア店」です。
　スーパーセカンドストリートは、通常
のセカンドストリートに比べ、売場面積
が広く商品数が多いのが特長で、専門性
の高いスタッフが在籍し、商品数の多さ
を生かした売場作りになっています。ま
た、生活シーンを提案する売場や新しい
取り組みなどを行い、その成果を既存の
セカンドストリートに横展開する役割を

担っています。
　「スーパーセカンドストリート金沢示
野店」は、セカンドストリートの中で最大
となる売場面積は754坪を構え、約
100,000点のリユース商品を展開して
います。また、セカンドストリート初の楽
器試奏スペースを設置し、実際に商品を
試奏することが可能です。さらに同店で
は初の試みとして買取とレジを分離した
カウンターを設置しました。分離するこ
とで、各業務の効率化を図ります。
　「スーパーセカンドストリート所沢トコ
トコスクエア店」は、セカンドストリート
初の櫓型特設スペースを設け、アウトド
ア商材を展開し、キャンプ感を演出しま
す。また、テーマごとにカテゴライズされ
た空間デザインにすることで、1つの店舗
内でさまざまな異なる店舗にいるような
空間体験を提供します。

大型リユースショップ「スーパーセカンドストリート」10店舗達成！大型リユースショップ「スーパーセカンドストリート」10店舗達成！
　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
末までに800店舗への拡大を目指します。

　OKURAおよびセカンドストリートは、
高級時計やラグジュアリーブランドの
バッグなどのリユースショップ「OKURA
大阪本店」と、衣料・服飾品に特化したリ
ユースショップ「セカンドストリート心斎
橋南店」の初の併設店を2020年12月5
日に同時オープンしました。
　併設店を出店し、異なるユーザー層が
それぞれのフロアを行き来しやすくする
ことで、OKURAおよびセカンドストリー
ト双方の認知拡大と利用者の増加を図
ります。
　1階に出店する「OKURA大阪本店」
は、ラグジュアリーブランドのリユース

ショップとしては、心斎橋エリアで最大
級の商品点数で、希少価値の高い限定
商品や入手困難な商品なども展開して
います。店内は、高級感のある空間で、腕
時計の売場は時計が際立つようなシッ
クな内装に仕上げています。
　2階に出店する「セカンドストリート心
斎橋南店」は合計6,000点以上のリユー
ス商品を幅広く取り揃えています。1階
の「OKURA大阪本店」と親和性の高い
ブランドや、心斎橋の立地特性に合った
ブランドを多数、展開しています。
　ゲオグループは、今後もさまざまな形
態で出店を続けていきます。

「OKURA」と「セカンドストリート」、併設店舗を初出店！「OKURA」と「セカンドストリート」、併設店舗を初出店！

ゲオ限定「4K/HDR対応50V型液晶テレビ」
販売台数10,000台を突破！
ゲオ限定「4K/HDR対応50V型液晶テレビ」
販売台数10,000台を突破！

ゲオオリジナル「マルチポーチ」付き
Nintendo Switch™ゲームソフト
『New ポケモンスナップ』の予約開始！

ゲオオリジナル「マルチポーチ」付き
Nintendo Switch™ゲームソフト
『New ポケモンスナップ』の予約開始！ ゲオストアは、2020年11月26日より販売を開始した格安4K

対応テレビ「4K/HDR対応50V型液晶テレビ」の販売台数が、
販売開始から12月21日までの26日間で10,000台を突破しま
した。ゲオでは今後、「4K/HDR対応液晶テレビ」を中心に、TV用
スピーカーシステムや外付けHDDなどTV関連商品の販売も強
化していきます。

　ゲオストアは、2021年1月15日より
ゲオオリジナル「マルチポーチ」付き
Nintendo Switch™ゲームソフト『New 
ポケモンスナップ』（販売元：株式会社
ポケモン、2021年4月30日発売）の予
約受付を数量限定で全国のゲオショッ
プ約1,200店舗およびゲオオンライン
ストアにて開始しました。
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新店舗情報 1月1日～3月31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）

茨城県
● セカンドストリート
　 つくばみどりの店
　   オープン日：3月27日（土）

栃木県
● セカンドストリート
　 間々田買取専門店
　   オープン日：1月30日（土）

埼玉県
● セカンドストリート久喜店
　   オープン日：1月16日（土）

● スーパーセカンドストリート
　 所沢トコトコスクエア店
　   オープン日：2月19日（金）

千葉県
● セカンドストリート茂原店
　   オープン日：1月30日（土）

● Luck･Rack Clearance Market
　 ミーナ津田沼店（※1）
　   オープン日：3月26日（金）

東京都
● OKURA
　 新宿歌舞伎町店（※2）
　   オープン日：3月12日（金）

関東地区

新潟県
● セカンドストリート村上店
　   オープン日：3月27日（土）

石川県
● スーパーセカンドストリート
　 金沢示野店
　   オープン日：1月23日（土）

● セカンドストリート
　 金沢御経塚買取専門店
　   オープン日：3月6日（土）

岐阜県
● セカンドストリート関緑ヶ丘店
　   オープン日：1月9日（土）

中部地区

広島県
● セカンドストリート
　 廿日市買取専門店
　   オープン日：3月6日（土）

中国地方

高知県
● Luck･Rack Clearance Market
　 高知大丸店（※1）
　   オープン日：2月19日（金）

四国地区

熊本県
● セカンドストリート
　 八代海士江店
　   オープン日：2月27日（土）

九州地区

● セカンドストリート
　 微風南山atre店
　   オープン日：2月5日（金）

台湾

大阪府
● ゲオ八尾店
　   オープン日：2月6日（土）

● Luck･Rack Clearance Market
　 リノアス八尾店（※1）
　   オープン日：2月19日（金）

兵庫県
● セカンドストリート加西店
　   オープン日：1月16日（土）

● セカンドストリート
　 キセラ川西店
　   オープン日：3月6日（土）

● セカンドストリート洲本店
　   オープン日：3月13日（土）

奈良県
● セカンドストリート上牧店
　   オープン日：1月16日（土）

関西地区

山形県
● セカンドストリート鶴岡西店
　   オープン日：1月30日（土）

東北地区

※3：スーパーセカンドストリート、セカンドアウトドア、セカンドトイ、ジャンブルストア、Doki-Doki、Oki-Doki含む
※4：ワールドモバイル、ねいるんるん、健康習慣 MYLIFE GYM、GEO-YA含む

※1：Luck･Rack Clearance Marketとは、ゲオグループの直営店のオフプライスストアです
※2：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

ゲオグループ店舗施設数
2021年2月末

直営 代理店 FC 合計
1,003
19
670
9
5
2
3
11
9
14
1
11
8

1,150
19
723
9
5
2
3
11
9
14
1
11
8

101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

46
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合計 1,765 101 99 1,954

ゲオ
ゲオモバイル（単独店）
セカンドストリート（※3）
セカンドストリート：USA
セカンドストリート：マレーシア
セカンドストリート：台湾
アンティクローズ
ウェアハウス
Luck･Rack Clearance Market
OKURA
GEO SPEED
文具のブンゾウ
その他（※4）
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