-INFORMATION 2022 年 8 月 29 日
株式会社GENDA GiGO Entertainment

大人気 VTuber が満を持してゲームセンターに進出︕︕

kson✕GiGO/セガのお店 コラボキャンペーン開催のお知らせ
開催期間︓2022 年 9 月 9 日（⾦）〜2022 年 10 月 10 日（祝・月）

株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社︓東京都大⽥区 代表取締役社⻑︓上野 聖）は、
当社店舗※１におきまして 2022 年 9 月 9 日（⾦）より、VShojo Inc.(米国) 所属のVTuberタレント「kson
(ケイソン)」とコラボレーションしたキャンペーンを開催いたします。
BIGぬいぐるみをはじめとする初のアミューズメント用景品は当社限定展開です。そのほか、インパクト大な飲食コ
ラボ「kson根性焼き」＆ノベルティ付きドリンク、リツイートキャンペーンの実施等 様々な施策を予定しています。
※１

GiGO のお店、宝島のお店、セガのお店、GiGO ONLINE CRANE を含む

【キャンぺーン概要】
■キャンペーン名︓ GiGO/宝島/セガのお店/GiGO ONLINE CRANE限定 ksonコラボキャンペーン
■期間︓
2022 年 9 月 9 日（⾦）〜2022 年 10 月 10 日（祝・月）
■実施対象店舗︓ 全国の当社アミューズメント施設
GiGO ONLINE CRANE
■キャンペーン内容
・当社店舗限定商品がクレーンゲーム用景品として登場いたします。
・対象景品を展開するクレーンゲームで 500 円ご利用毎にオリジナルグッズがランダムで一つもらえます。
・GiGO のたい焼き 秋葉原でコラボたい焼きの販売を⾏います。
・全国 12 か所の当社店舗でオリジナルグッズがもらえるノベルティ付きドリンクの販売を⾏います。
・本キャンペーン開催を記念して豪華賞品がもらえるリツイートキャンペーンを⾏います。

【クレーンゲーム用限定景品】
2022 年 9 月 9 日（⾦）展開開始
キャンペーンに合わせて、当社店舗でしか手に入らないクレーンゲーム用景品が登場いたします。
■kson
■kson
■kson
■kson

くてんこ BIG ぬいぐるみ（全１種）
ピコぬい（全 4 種）
ロングクッション（全 3 種）
アクリルスタンド（全 3 種）

▲kson くてんこ BIG ぬいぐるみ（全１種）

▲kson ピコぬい（全 4 種）

▲kson ロングクッション（全 3 種）

▲kson アクリルスタンド（全 3 種））

※数に限りがございます。なくなり次第、終了となります。
※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。
※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。景品の入荷時期、在庫状況については店舗に直接お問い合わせください。

【プライズキャンペーン】
実施期間︓2022 年 9 月 9 日（⾦）〜2022 年 10 月 10 日（祝・月）
対象のクレーンゲームへ 500 円ご利用毎に、オリジナル A4 クリアファイルをランダムで１枚プレゼントいたしま
す。（全 7 種）

【GiGO ONLINE CRANE】
GiGO ONLINE CRANE でもキャンペーンにご参加いただけます。
詳しくは下記の GiGO ONLINE CRANE 公式 HP よりご確認ください。
公式 HP ⇒ https://gigo-cranegame.com/ja
≪プライズキャンペーンに関する注意事項≫
・数に限りがございます。なくなり次第、終了となります。
・クリアファイルの絵柄はお選びいただけません。
・画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。
・キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。
・キャンペーンにご参加いただいたグッズの発送は、日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。

【コラボたい焼き 】
GiGO のたい焼き 秋葉原にて「kson 根性焼き」を販売いたします。
ご購入１個につき、オリジナルコースター（全 7 種）を ランダムで 1 枚差し上げます。

販売期間
2022 年 9 月 9 日（⾦） 〜 2022 年 10 月 10 日（祝・月）
販売店舗
GiGO のたい焼き秋葉原
営業時間
11:00 〜 20:00 ※予告なく変更となる場合があります。
価格
500 円（税込）
フレーバー
ピザ味
※詳細は公式 HP および店舗公式 Twitter をご確認ください。
※販売数には限りがございます。なくなり次第、終了となります。
※コースターの絵柄はお選びいただけません。

【ノベルティ付きドリンク】
ご購入１点につき、オリジナルコースター（全 7 種）がランダムで 1 枚ついてくるドリンクを
販売いたします。

販売期間
2022 年 9 月 9 日（⾦） 〜 10 月 10 日（祝・月）
販売店舗
GiGO 仙台、GiGO 池袋 1 号館、GiGO 秋葉原 4 号館、GiGO 新宿歌舞伎町
GiGO ⾦⼭、GiGO マーケットスクエアささしま、GiGO 難波アビオン、
セガイオンモール岡⼭、GiGO 広島本通、セガイオンタウン⾦沢⽰野、
セガアミュプラザくまもと、GiGO 福岡天神 全 12 店舗
営業時間
各店舗の営業時間に準じます 詳細は HP をご参照ください
価格
500 円（税込）

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。
※コースターの絵柄はお選び頂けません。予めご了承ください。
※「kson 根性焼き」と「ノベルティ付きドリンク」で差し上げるコースターは同じ絵柄です。
※数に限りがございますのでなくなり次第終了となります。

【開催記念リツイートキャンペーン】
キャンペーン開催を記念したフォロー＆リツイートキャンペーンを実施いたします。
Twitter アカウント（https://twitter.com/GENDA̲GiGO）をフォローの上で、該当のツイートをリツイートされ
たお客さまの中から抽選で 3 名様に「kson 総⻑直筆サイン入りロングクッション」をプレゼントいたします。

≪リツイートキャンペーンに関する注意事項≫
キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。
キャンペーンにご参加いただいたグッズの発送は、日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。
リツイートキャンペーン 応募規約︓https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

kson（ケイソン）について
英語と日本語で配信を⾏うバイリンガルの VTuber で YouTube・Twitch での配信活動をしています。
配信内容はゲーム実況からプラモデル組み⽴て配信、個人でありながら３D ライブの企画まで⾏っていたりと、
幅広い活動が特徴的です。
YouTube の登録者数は 122 万人を超え、Twitch のフォロワー数も 15 万人を超えています。
[Youtube チャンネル] https://www.youtube.com/channel/UC9ruVYPv7yJmV0Rh0NKA-Lw
[Twitch チャンネル] https://www.twitch.tv/ksonsouchou
[Twitter アカウント] https://twitter.com/ksononair

著作権表記
©kson
©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
kson キャンペーンサイト︓https://tempo.gendagigo.jp/kson/2022.html
■コロナウィルス感染拡大防止について
営業中は従業員の体調管理に注⼒し、マスク着用、手洗い、うがい、消毒対応を励⾏いたします。店内では塩
化ベンザルコニウムが含まれている界面活性剤を使用して設備の除菌清掃を定期的に⾏っております。お客さま
に気持ちよくお過ごしいただける環境づくりに注⼒して参ります。

－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/coverage̲form.html
撮影のお申込み︓https://www.gendagigo.jp/location̲form.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

