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株式会社GENDA GiGO Entertainment 

 

12 月 「GiGO」中国四国・九州を中心に 
39 店舗 続々誕生 

 
株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社:東京都港区 代表取締役社⾧:上野 聖）は、

2022 年 3 月より約 1 年半をかけて、アミューズメント施設の店舗ブランドを全て「GiGO（ギーゴ）」に一新し
てまいります。 

2022 年 3 月 9 日に『GiGO 池袋 1 号館』からスタートした新生 GiGO は、11 月末日時点で 148 店舗
まで拡大いたしました。12 月には、岡山県、高知県、愛媛県、徳島県、山口県、佐賀県、⾧崎県、大分県、
宮崎県、沖縄県で各県初の「GiGO」が誕生いたします。 

また、山形県、栃木県、千葉県、埼玉県、神奈川県、東京都、石川県、鳥取県、大阪府、兵庫県、香川
県、広島県、福岡県においても新たに 24 店舗が加わり、2022 年 12 月の 1 カ月間で 39 店舗の「GiGO」
が誕生いたします。 

 
 
 
 
2022 年 12 月 1 日 

・『GiGO フェスティバルウォーク蘇我』(現 セガアリーナ蘇我） 
・『GiGO 新杉田』（現 クラブセガ新杉田） 
・『GiGO みらい⾧崎ココウォーク』（現 セガ みらい⾧崎ココウォーク） 

2022 年 12 月 2 日 
・『GiGO 宇都宮』(現 セガワールド宇都宮） 
・『GiGO アルプラザ金沢』（現 セガ アルプラザ金沢） 

2022 年 12 月 7 日 
・『GiGO イオンタウン小郡』（現 セガ小郡） 

2022 年 12 月 8 日 
・『GiGO 尾道』（現 セガ尾道） 

2022 年 12 月 9 日 
・『GiGO イオンモール川口』（現 セガ イオンモール川口） 
・『GiGO 倉敷』（現 セガ倉敷） 
・『GiGO 岡山藤崎』（現 アミューズメントプレイス・ギミック・セガ） 
・『GiGO 海田』（現 セガ海田） 
・『GiGO LECT 広島』（現 セガ LECT 広島） 
・『GiGO 中筋』（現 セガワールド MEGA） 
・『GiGO 松山』（現 セガ松山） 

2022 年 12 月 10 日 
・『GiGO 中間』（現 セガアリーナ中間） 
・『GiGO 武雄』（現 セガ武雄） 
・『GiGO 諫早』（現 ハイテクセガもみの木村） 
・『GiGO サンスパおおむら』（現 セガワールド サンスパおおむら） 
・『GiGO 北谷』（現 クラブセガ北谷） 



2022 年 12 月 16 日 
・『GiGO あまがさきキューズモール』（現 セガ あまがさきキューズモール） 

2022 年 12 月 17 日 
・『GiGO あべのキューズモール』（現 セガ あべのキューズモール） 
・『GiGO イオンモール岡山』（現 セガ イオンモール岡山） 
※『GiGO コラボカフェスタンド イオンモール岡山』（現 セガ コラボカフェ イオンモール岡山） 
・『GiGO 福山』（現 セガワールド福山） 

2022 年 12 月 19 日 
・『GiGO 新居浜』（現 ハイテクセガ新居浜） 

2022 年 12 月 23 日 
・『GiGO 丸亀』（現 セガ丸亀） 
・『GiGO スエヒロボウル徳島』（現 セガ 徳島スエヒロボウル） 

2022 年 12 月 24 日 
・『GiGO 米子』（現 セガワールド米子） 
・『GiGO 中津』（現 セガワールド中津） 

2022 年 12 月 26 日 
・『GiGO フジグラン高知』（現 セガワールド フジグラン） 

2022 年 12 月上旬 
・『GiGO フェニックスプラザ摩耶』 (現 セガフェニックスプラザ摩耶） 

2022 年 12 月中旬 
・『GiGO センター南』（現 セガ センター南） 
・『GiGO 成田』 (現 セガワールド成田) 
・『GiGO つかしん』（現 セガつかしん） 

2022 年 12 月下旬 
・『GiGO 庄内』（現 セガ庄内） 
・『GiGO 渋谷宮益坂』（現 ハイテクランドセガ渋谷） 
・『GiGO 東京ドームシティ』（現 セガ 東京ドームシティ） 
・『GiGO 布施』（現 セガワールド布施） 
・『GiGO 新三国アルゴ 7』 (現 セガ 新三国アルゴ 7） 
・『GiGO 高松』（現 セガ高松） 
 
上記日程は工事の都合等で変更になる場合があります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お店情報サイト:https://tempo.gendagigo.jp/ 
Twitter :https://twitter.com/GENDA_GiGO 

 
メディア各位 

各店では、店舗の撮影や店⾧への取材が可能です。お問い合わせは下記にご入力ください。 
・取材のお申し込み:https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html 
・撮影のお申込み:https://www.gendagigo.jp/location_form.html 
 

GiGO ステッカー プレゼント 
『GiGO』各店では「GiGO」オープン日から Twittter アカウントをフォローして頂き、スタッフに見せて頂くと、

「GiGO ステッカー」をプレゼントします。ご来店の際は、ぜひご利用ください。 
※数量は限定です。無くなり次第終了になります。 
 
 
 
 
 
 
 

 
■新ブランド「GiGO」開発の背景 

世界規模のパンデミックを経験し、非接触を前提とした生活様式が広がる反面、リアルな体験への渇望は、
益々高まっています。リアルなエンターテイメントで人々の渇望を満たすオアシスであり続ける、という決意の表
れとして、新しいブランドとともに「新創業」をスタートすることにいたしました。 

 
■GiGO の意味 

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め! 
どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンター

の価値だと考えています。セガのゲームセンター56 年の歴史をこれからも大切にし、更に人々の欲求を満たす
オアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込
め!」であり、その頭文字をとって「GiGO」といたしました。 

 



 
－報道関係からのお問合せ先－ 

株式会社GENDA GiGO Entertainment 
担当:古平・鶴 

取材のお申し込み:https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html 
撮影のお申込み:https://www.gendagigo.jp/location_form.html 

TEL:03-6404-8581 / FAX:03-6404-8590 
e-mail: gge-pub@gigo.co.jp 
https://www.gendagigo.jp/ 

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です 


