
 
-INFORMATION - 

2023 年 1 月 12 日 

 株式会社GENDA GiGO Entertainment 

 

カプセルトイのショップインショップ『GORON!』 
豊橋、町田にも続々オープンし、いよいよ全国 10,000 面へ。 

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

社）は、2023年1月にカプセルトイのショップインショップ 『GORON!（ゴロン）』を2店舗オープンいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カプセルトイは近年、人気のキャラクターや精巧なフィギュア、マニアックなアイテムなど、そのバリエーションの豊富
さや商品クオリティの高さで購買層を広げ、新たなブームを迎えています。そこで、カプセルトイが持つ、「何が出て
くるかわからない、ドキドキする体験」に加えて自分の嗜好に合う一点を「探す楽しみ」をお届けするために、新た
なショップインショップ『GORON!』を企画いたしました。 

今回新たに 2 店舗を追加することで、より多くのみなさまにカプセルトイの楽しさを提供してまいります。 
 
1 月は「GiGO 豊橋飯村、GiGO 南町田グランベリーパークキッズディスカバリー」に『GORON!』が誕生しま

す。各店では各地域のゲーム、アニメキャラクターファンに応えるべく、定番の人気キャラクター商品からユニークな
商品まで、豊富なラインアップを取りそろえ「お気に入りを探す楽しみ」「知らないものに出会う体験」を提供してま
いります。 
 

『GORON!』は、今後も株式会社GENDA GiGO Entertainmentが運営する施設内やショッピングモール
などへの展開を進めてまいります。 

※GORON! GiGO momo テラス京都伏見 



 
 

 
 
 

『GORON!』とは 
沢山の中からお気に入りを見つけて、ダイヤルを回す。お目当てゲットか、これじゃない!のか。 
そんなドキドキが詰まったカプセルが、ごろんと転がる瞬間を名前にしました。 
ダイヤルとカプセルをモチーフにしたロゴデザインは覚えやすいだけでなく、カプセルトイの楽しさも  
表現しています。 
 
・GORON! GiGO 福岡天神          2021年12月10日オープン 
・GORON! GiGO 水戸             2021年12月16日オープン 
・GORON! GiGO 池袋1号館          2021年12月25日オープン 
・GORON! GiGO ベイドリーム清水       2022年1月26日オープン 
・GORON! GiGO フェスティバルウォーク蘇我 2022年3月25日オープン 
・GORON! GiGO イオンモールむさし村山   2022年3月26日オープン 
・GORON! GiGO アルプラザ金沢       2022年4月13日オープン 
・GORON! GiGO 石岡              2022年4月22日オープン 
・GORON! GiGO 柏                2022年4月28日オープン 
・GORON! GiGO 池袋3号館          2022年5月10日オープン 
・GORON! GiGO 南越谷ラクーン       2022年6月30日オープン 
・GORON! GiGO 丸亀             2022年9月13日オープン 
・GORON! GiGO 入間             2022年10月4日オープン 
・GORON! メガセンタートライアル伊勢崎中央 2022年10月5日オープン 
・GORON! GiGO マリエとやま          2022年10月14日オープン 
・GORON! GiGO 稲毛オーツーパーク     2022年11月9日オープン 
・GORON! GiGO 松本             2022年11月9日オープン 
・GORON! GiGO あべのアポロ 3F       2022年11月11日オープン 
・GORON! あそびのひろば 柏の葉       2022年11月17日オープン 
・GORON! GiGO センター南          2022年11月22日オープン 
・GORON! GiGO 日和田            2022年11月22日オープン 
・GORON! GiGO フレスポ東大阪       2022年11月24日オープン 
・GORON! GiGO MOMOテラス京都伏見  2022年11月28日オープン 
・GORON! GiGO 水戸南            2022年11月29日オープン 
・GORON! GiGO イオン新浦安ショッピングセンター 2022年11月29日オープン 
・GORON! GiGO 中間             2022年12月23日オープン 
・GORON! GiGO サンスパおおむら       2022年12月27日オープン 
・GORON! GiGO 諫早             2022年12月27日オープン 
・GORON! GiGO 南町田グランベリーパークキッズディスカバリー  

2023年1月18日オープン予定 
・GORON! GiGO 豊橋飯村           2023年1月下旬オープン予定 
 
 
■GORON! 合計30店舗 

 
 
 



当社カプセルトイ自販機の今後の予定 
９月末時点で当社のカプセルトイの面数は 5,453 面でしたが、2023 年 1 月末には、約 2 倍の 10,111

面（内GORON!は 7,520 面）を設置いたします。 
 

1 月末時点予定の、当社のカプセルトイ自販機が設置されている「店舗」はこちらからご確認ください。 
一覧:https://tempo.gendagigo.jp/new/capsuletoy/ 

 
・GiGO 池袋 1 号館  209 面 
・GiGO 池袋 3 号館  510 面 
・GiGO 秋葉原１号館  93 面 
・GiGO 秋葉原 3 号館  46 面 
・GiGO 秋葉原 5 号館  34 面 
・GiGO 新宿歌舞伎町  147 面 
・GiGO 新宿西口  69 面 
・GiGO 渋谷宮益坂  77 面 
・GiGO イオンモールむさし村山  127 面 
・GiGO 府中  182 面 
・GiGO 船堀  18 面 
・GiGO 高田馬場  57 面 
・GiGO 赤羽  39 面 
・GiGO 南町田グランベリーパークワンダーシアター  34 面 
・GiGO 南町田グランベリーパークキッズディスカバリー  488 面 
・GiGO 新杉田  90 面 
・GiGO 綱島  20 面 
・GiGO センター南  258 面 
・GiGO 柏  108 面 
・GiGO 千葉  24 面 
・GiGO 稲毛オーツーパーク  300 面 
・GiGO フェスティバルウォーク蘇我  200 面 
・あそびのひろば柏の葉  300 面 
・宝島 幕張  138 面 
・GiGO イオン新浦安ショッピングセンター  399 面 
・GiGO 南越谷ラクーン  234 面 
・GiGO 入間  198 面 
・宝島 ふじみ野  100 面 
・GORON! メガセンタートライアル伊勢崎中央  400 面 
・GiGO 仙台  48 面 
・GiGO 日和田 198 面 
・GiGO 水戸  200 面 
・GiGO 水戸南  198 面 
・GiGO 石岡  159 面 
・GiGO アルプラザ金沢  167 面 
・GiGO マリエとやま 500 面 
・GiGO 岡谷  44 面 
・GiGO 松本  250 面 
・GiGO サントムーン柿田川  194 面 
・GiGO ベイドリーム清水  630 面 
・GiGO mozoワンダーシティ  87 面 



・GiGO 金山  50 面 
・GiGO イオンモール木曽川  58 面 
・GiGO 豊橋飯村  100 面    
・GiGO 春日井  70 面 
・GiGO 名張  14 面 
・GiGO ギャラリエアピタ知立  94 面 
・GiGO 伊勢  40 面 
・GiGO 豊田  24 面 
・GiGO イオンタウン名西  24 面 
・GiGO アクアウォーク大垣  75 面 
・GiGO イオンタウン刈谷  16 面 
・GiGO 神戸umieサウスモール  90 面 
・GiGO 難波アビオン  52 面 
・GiGO 京都新京極  72 面 
・GiGO あべのアポロ 3F  379 面 
・GiGO フレスポ東大阪  200 面 
・GiGO ビバモール寝屋川  60 面 
・宝島 泉ヶ丘  40 面 
・GiGO あまがさきキューズモール  104 面 
・GiGO momoテラス京都伏見  200 面 
・GiGO 姫路駅前  20 面 
・GiGO つかしん  39 面 
・GiGO 丸亀 60 面 
・GiGO 小郡  44 面 
・GiGO 福岡天神  300 面 
・GiGO 中間  108 面 
・GiGO サンスパおおむら  40 面 
・GiGO 諫早  100 面 
・GiGO みらい⾧崎ココウォーク  16 面 
・GiGO 北谷  48 面 

 
カプセルトイ設置面数:全 10,111 面 

 
－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  
撮影のお申し込み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 
 


