-INFORMATION 2021 年 12 月 3 日
株式会社 GENDA SEGA Entertainment

限定景品/プライズキャンペーン/飲食コラボ/催事と盛りだくさん︕

『バンドリ︕ ガールズバンドパーティ︕』
セガのお店限定キャンペーン開催のお知らせ
実施期間︓2021 年 12 月 11 日（土）〜2022 年 1 月 30 日（日）

株式会社 GENDA SEGA Entertainment（本社︓東京都⼤⽥区 代表取締役社⻑︓上野 聖）は、セガの対象店舗
におきまして、スマートフォンアプリの企画開発事業を展開する株式会社 Craft Egg（本社︓東京都渋⾕区 代表取締役︓
森川 修一）、株式会社ブシロード（本社︓東京都中野区 代表取締役社⻑︓橋本 義賢）の共同制作によるスマートフ
ォン向けゲーム『バンドリ︕ ガールズバンドパーティ︕』とのコラボレーション企画を実施いたします。

今年の冬も、以下のような企画が満載です。
・セガのお店でしか手に入らない限定景品の展開
・対象の UFO キャッチャーに 500 円一括投入でオリジナルグッズがもらえるプライズキャンペーンの開催
・バンドリ︕焼き/ドリンク購入毎にオリジナルコースターがもらえる飲食コラボ
・全国６か所のセガのお店での物販催事「バンドリ︕ ウィンターパーティ 2022」を開催

【プライズキャンペーン概要】
開催期間︓
2021 年 12 月 11 日（⼟）〜 2022 年 1 月 30 日（日）
実施対象店舗︓
実施対象の全国のセガのゲームセンター、オンラインクレーンゲーム『GOTON!』
実施内容︓
対象の UFO キャッチャーに 500 円投入でオリジナルグッズがもらえます。
第⼀弾︓2021 年 12 月 11 日（土）〜2022 年 1 月 30 日（日） 「メタルチャーム（全 35 種）」・・・左
第⼆弾︓2021 年 12 月 25 日（土）〜2022 年 1 月 30 日（日）「クリアファイル（全 35 種）」 ・・・右

※画像はイメージです。 実際の商品とは異なる場合がございます。 各商品は無くなり次第終了となります、予めご了承ください。

【 セガ限定プライズ景品 】
期間中、セガのお店でしか獲得できない描き下ろしイラストデザインを使った UFO キャッチャー用景品が登場いたします。
＜＜12 月 11 日（⼟）展開＞＞

・ビッグ缶バッジ school ver. （全 35 種）・・・写真左
・イラストアクリルボード school ver. Vol.1（全 20 種）・・・写真右

※画像はイメージです。 実際の商品とは異なる場合がございます。 各商品は無くなり次第終了となります、予めご了承ください。

＜＜12 月 25 日（⼟）展開＞＞

・イラストアクリルボード school ver. Vol.2（全 15 種）

※画像はイメージです。 実際の商品とは異なる場合がございます。 各商品は無くなり次第終了となります、予めご了承ください。

【飲食コラボ概要】

オリジナルデザインノベルティコースターが１枚ランダムでついてくる、コラボたい焼き 「バンドリ︕焼き」と、
ノベルティ付きドリンクの販売を⾏います

開催期間︓
2021 年 12 月 11 日（⼟）〜 2022 年 1 月 30 日（日）
実施対象店舗︓
バンドリ︕焼き︓セガのたい焼き 秋葉原店
ノベルティ付きドリンク︓全国 13 か所のセガのお店
実施内容︓
オリジナルデザインのコースター（全 35 種）がランダムで 1 枚もらえる、バンドリ焼き︕/ノベルティ付きドリンクを
税込 500 円で販売いたします。
※

バンドリ焼き︕・ノベルティ付きドリンクでもらえるコースターは同一のものです

・バンドリ︕焼き（全 7 種）・・・左

・オリジナルデザインコースター（全 35 種）・・・右

※絵柄はお選びいただけません。配布は無くなり次第終了となります

【物販催事概要】
株式会社ブシロードのグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社︓東京都中野区、代表取締役
社⻑︓成⽥耕祐）主催の物販催事「バンドリ︕ ウィンターパーティ 2022」を全国のセガのお店 6 店舗で開催致します
開催期間︓
2021 年 12 月 11 日（⼟）〜 2022 年 1 月 10 日（日）
実施対象店舗︓
■セガ仙台

https://tempo.sega.jp/am/sendai/

■セガ秋葉原 5 号館

https://tempo.sega.jp/am/akiba-5/

■セガ マーケットスクエアささしま
■セガコラボカフェなんば千日前
■セガ イオンモール岡山
■セガ福岡天神

https://tempo.sega.jp/am/sasashima/
https://tempo.sega.jp/tnsb/scc̲nambasennichimae/

https://tempo.sega.jp/am/okayama/

https://tempo.sega.jp/am/tenjin/

【 GOTON︕ 】
オンラインクレーンゲーム『GOTON!』で限定景品の取り扱いとプライズキャンペーンの実施をいたします。
詳しくは GOTON︕公式サイトよりご確認ください。

https://segacatcher.com/ja

【新型コロナウィルス感染拡大防止対策について】
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。

イベントの詳細
特設サイト ⇒ https://tempo.gendasega.jp/bangdream̲2021winter/sega.html
セガのお店公式（@SEGA̲Ent）アカウント ⇒ https://twitter.com/SEGA̲Ent

「バンドリ︕ ガールズバンドパーティ︕ 」とは︓
キャラクターとリアルライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!（バンドリ︕）』の世界観を軸に展
開される、リズム＆アドベンチャーゲームです。提供開始から 5 年目の 2021 年 4 月に国内ユーザー数が 1,400 万人を突
破、同年 9 月には Nintendo Switch 版が発売されるなど、今後も期待が高まっている。
バンドリ︕ 関連リンク︓
公式サイト
https://bang-dream.com/
https://bang-dream.bushimo.jp/
公式 Twitter
https://twitter.com/bang̲dream̲info
公式 Instagram
https://www.instagram.com/bang̲dream̲official̲/?hl=ja
YouTube「バンドリちゃんねる☆」
https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA
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