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株式会社ゲオホールディングスの子会社、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、モバイルインターネット通信がお手頃価格で利用できるオリジナル

格安 SIM パッケージ「Smart G-SIM／Smart G-SIM for Wi-Fi by So-net」の販売を、全国約

1,000 店舗のゲオショップにて、4 月 26 日（土）より開始します。 

SIM カードのみのプラン、または、Wi-Fi ルーター付のプランを自由に選ぶことができます。 

 

SIMカード単体の「Smart G-SIM by So-net」では、NTT ドコモの Xi®/FOMA®ネットワークに対

応した下り最大 150Mbps(*1)の高速データ通信を月額 880 円（税別）から利用できます。弊社で

は、中古携帯・中古タブレットの取扱いもしておりますので、安価セットのご購入に最適です。 

 

SIM カードとモバイル Wi-Fi ルータ―機器がセットとなる「Smart G-SIM for Wi-Fi by So-net」

では、月額 1,833 円（税別）で Wi-Fi ルータ―機器が含まれた価格にて利用が可能です。上り／

下り最大 2Mbps となり、月間 2GB の総量制限を超えても追加チャージすることで速度制限なく通

信ができます。 

 

 

 

提供する Wi-Fi ルーターは、最大 10 台同時接続可能で、「インターネットを安く利用したい」

「スマホやタブレット、ゲーム機を複数同時に利用したい」「モバイルを 2 台持ちたい」など、ゲオご

利用のお客様のニーズに合致したピッタリの通信環境をお届けします。また、コア層である 20 代

～30 代を中心に、約 1,600 万人のゲオ利用者の幅広い年代のお客様へ販売していきます。 

ご購入にあたっては、店頭における契約は一切不要。ゲオショップにて販売しているオリジナル

SIM パッケージをレジで購入（3,000 円税別）し、申し込み専用 WEB にてお申込みするだけで簡

単にご利用いただけます。 

※ お申込みに関しクレジットカードは必須となります。  

 

なお今回、格安 SIM の販売開始を記念して、対応する中古スマートフォン及びタブレットとセッ

ト購入で 3,000円割引や、基本プランよりも増速増量となる期間限定キャンペーンを実施いたしま

す。 

 

総務省の発表※によると、MVNO（仮想移動体サービス事業者）総契約数は 1,375 万。1.5 億

超の契約からなる移動系通信市場全体の中で、MVNO 総契約数の占める割合は未だ 9％程度

（2013 年 12 月末時点）であり、成長が見込まれる市場と考えられます。そして昨今の消費市場で

は、家電量販店などで「SIM フリー携帯電話」が購入でき、幅広い消費者に対して SIM カードを

用いたインターネット利用が身近なサービスになりつつあることから、MVNO サービスは盛り上がり

を見せています。 

※ 総務省  平成 26 年 4 月 14 日発表リリースを参照   
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ゲオがこの度提供する「Smart G-SIM／Smart G-SIM for Wi-Fi by So-net」は、MVNO である

ソネット株式会社と協業しゲオショップにて販売するモデルです。ゲオショップは全国約 1,000 店

舗で中古携帯の買取販売をしており、弊社の事業が、MVNO サービスと親和性が高いことや、市

場を盛り上げていきたいという思いがあり、SIM 販売へ参入するに至りました。今後は、ゲオショッ

プで SIMカードを安心してご購入いただけるように、店頭でのお客様サポートを強化し、MVNOサ

ービス市場の成長を担ってまいります。   

 

■商品概要 

 

【Smart G-SIM by So-net】 

パッケージデザイン 

 

＜プラン＞  

プラン名  初期費用  

（販売価格） 月額料金 (*2) 最大速度  

総量規制  

(日次 ) (*4) 

プラン 30M/day 3,000 円  880 円  下り 150Mbps 

／上り 50Mbps 

30MB/日  

【50MB/日】※ 

 

プラン 50M/day 3,000 円  1,278 円  50MB/日  

【80MB/日】※ 

※ 「販売開始記念キャンペーン」適用スペックです。 

 

【Smart G-SIM for Wi-Fi by So-net】 

パッケージデザイン 

 

 

 

■特長  

・ 月額 880円から最大 150Mbpsの高速 LTE通信が使

える格安 SIM（単体） (*3) 

・ 1 日の利用容量にあわせた 2 つのプランをラインア

ップ（30MB/日・50MB/日）  

・ 3 つの SIM サイズに対応（標準・micro・nano）  

・ 毎日 0時に容量制限がリセットされるので安心して

利用できます。  

※ プランは登録時に自由に選択できます。 

※ 「G」は GEO の G です。「Smart G-SIM」 

■特長  

・ Wi-Fi ルーターとセットで月額 1,833 円からの格安

プラン (*5) 

・ スマホ・ゲーム機など最大 10 台繋がる Wi-Fi ルー

ター本体がキャンペーンで実質無料！  

・ 月間 2GB の総量制限を超えても追加チャージで速

度制限なく通信できます。  

※ プランは登録時に自由に選択できます。  

※ 「G」は GEO の G です。 



 

＜プラン＞ 

プラン名  初期費用  

（販売価格） 月額料金 (*2) 最大速度  

総量制限  

（月間）

(*6) 

総量規制  

(日時 ) (*6) 

定期契約  

期間 (*7) 

プラン 2G/month 3,000 円  1,833 円  下り／上り 2Mbps 

【下り／上り 12Mbps】※ 

2GB／月  360MB／3 日  24 カ月  

※ 「販売開始記念キャンペーン」適用スペックです。 

 

＜追加チャージ＞ 

チャージ 価格  

有効期間  

チャージ 100M 500 円  チャージ月を含まない 

３カ月後の末日  チャージ 500M 2,100 円  

チャージ 1G 3,800 円  

 

＜提供機器＞ 

■LTE 対応  モバイル Wi-Fi ルーター「FS010W」 

連続通信時間：約 8 時間（LTE）／約 10 時間（3G） 

※同時端末接続台数によって短くなる場合があります。 

待機時間：約 340 時間（無線 LAN オフ時） 

最大端末接続台数：10 台  

サイズ：約 70mm×70mm×16.6mm 

重さ：約 108g 

ルーターとクライアント間の速度：72Mbps 

 

 

■販売開始記念キャンペーン 

販売開始を記念して、お客様が快適にご利用いただけるためのキャンペーンを実施いたしま

す。 

◆ キャンペーン①「セットでオトク！お試し 3,000 円割引キャンペーン！」 

   実施期間：2014 年 4 月 26 日～6 月 1 日 

 

期間中、SIM カードと一緒にゲオショップで販売の対応中古スマートフォン及びタブレットを

お買い求めいただくとレジにて 3,000 円（税別）引きになります。 

 

◆ キャンペーン②「Smart G-SIM で増速・増量キャンペーン」 

実施期間：2014 年 4 月 26 日～6 月 30 日 

 

・Smart G-SIM ＜30M/day（格安 SIM単体）プラン＞の 1日あたりの速度制限容量を、 

30MB から 50MB に増量。 

・Smart G-SIM ＜50M/day（格安 SIM単体）プラン＞の 1日あたりの速度制限容量を、 

50MB から 80MB に増量。 

・Smart G-SIM for Wi-Fi＜2G/month（ルータセット）プラン＞の通信速度を、 

最大 2Mbps から 12Mbps に 10Mbps 増速。 

 

※ 2014 年 4 月 26 日（土）～6 月 30 日（月）迄のご利用期間中に自動適用されます。  

※ 上記期間内にアクティベートの完了が必要です。 

※ キャンペーン適用期間終了後は、通常のプランの容量、速度に戻ります。  



 

 

(*1)最大速度は端末・エリア・通信方法によって異なる場合があります。  

(*2)ユニバーサルサービス料が別途 3 円かかります。 

 

【Smart G-SIM by So-net】 

・登録に必要なクレジットカード及び WEB アクセス可能なインターネット環境が必要です。 

(*3)SIM カードのみの販売となります。本サービスで利用する機器は、NTT ドコモの Xi®/FOMA®ネットワークに

対応し、特定無線設備の技術基準適合証明等のマーク（技適マーク）があるものを、お客様ご自身でご用意く

ださい。SIM ロックがかかっている端末の場合は、SIM ロックの解除が必要となります。 

(*4)1 日の所定容量以上ご利用の場合、通信速度を規制させて頂きます。  

 

【Smart G-SIM for Wi-Fi by So-net】 

(*5)モバイルルーターは、ソネット株式会社から機器代金：31,000円（＋税）の 24回割賦払いの契約となります。

ご利用開始月～24 カ月間は月々の割賦代金相当のキャンペーン割引が適用されますので実質無料となります。

割賦契約期間中に解約をした場合、機器購入費の残債が一括請求となります。モバイルルーターのお届けは、 

ご利用登録の 3～5 日後となります。 

(*6)月間 2GB または 3 日間で 360MB 以上利用した場合には、通信速度を制限させて頂きます。  

(*7)2 年間の定期契約となります。定期契約は自動更新されます。定期契約期間中に解約をされる場合は、契

約解除料（9,500 円税別）がかかります。 

 

※「FOMA/フォーマ」「Xi/クロッシィ」は、NTT ドコモの登録商標です。 

※記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。  

※記載の金額はすべて税抜金額です。別途消費税がかかります。  

 

 

 

 

 

 

【リリースに関するお問い合わせ先】 

株式会社ゲオホールディングス 担当：冨永       TEL：０３－５９１１－５７８1 




