
 
-INFORMATION - 

2022 年 10 月 3 日 

 株式会社GENDA GiGO Entertainment 

 

『GORON!』初の単独出店 

『GORON! メガセンタートライアル伊勢崎中央』グランドオープン！ 
 

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、2022 年 10 月 5 日（水）カプセルトイのショップインショップとして 『GORON!（ゴロン）メガセンター

トライアル伊勢崎中央』をオープンいたします。同店はカプセルトイ専門店の 15 号店になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

15 号店となる『GORON! メガセンタートライアル伊勢崎中央』 は、『GORON!』初の単独出店の店舗です。

本店舗では、カプセルトイ自販機を 400 面ご用意し、群馬県伊勢崎市のゲーム、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! メガセンタートライアル伊勢崎中央』 概要 

●住所      ：群馬県伊勢崎市連取町 1-1507 メガセンタートライアル伊勢崎中央店 2 階 

●アクセス     ：東武伊勢崎線 新伊勢崎駅より約 3 ㎞車で 5 分 

            JR 両毛線 伊勢崎駅より約 3 ㎞ 

●営業時間   ：10:00～21:00 

●面積      ：30 坪 

●設置台数   ：カプセルトイ自販機 400 面   

●店舗URL   : https://tempo.gendagigo.jp/am/goron-isesaki 

 

『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 300面 

・GORON! GiGO 水戸             2021年12月16日オープン 200面 

・GORON! GOTON! 東京ドームシティ     2021年12月24日オープン  90面 

・GORON! GiGO 池袋1号館          2021年12月25日オープン 209面 

・GORON! セガ ベイドリーム清水        2022年1月26日オープン  624面 

・GORON! セガアリーナ蘇我           2022年3月25日オープン  200面 

・GORON! GiGO イオンモールむさし村山   2022年3月26日オープン  121面 

・GORON! セガ アルプラザ金沢          2022年4月13日オープン  107面 

・GORON! GiGO 石岡              2022年4月22日オープン  159面 

・GORON! GiGO 柏                2022年4月28日オープン  108面 

・GORON! GiGO 池袋3号館          2022年5月10日オープン  510面 

・GORON! GiGO 南越谷ラクーン       2022年6月30日オープン  234面 

・GORON! セガ丸亀               2022年9月13日オープン   60面 

・GORON! GiGO 入間             2022年10月4日オープン  198面 

・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  400面 

■GORON! 合計15店舗 3,520面 

 

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自販機を設置する店舗は 54 店舗、面数は 5,453 面ですが、2022 年の

12 月末には、2 倍の面数 10,000 面の設置を予定しております。今後の設置店舗は、決まり次第お知らせい

たします。 

 

参考：当社カプセルトイ自販機の「設置店と面数」 ※『GORON!』店舗を含む 

 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  79 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 

ハイテクランドセガ渋谷  77 面 

https://tempo.gendagigo.jp/am/goron-isesaki
https://tempo.gendagigo.jp/new/capsuletoy/


GOTON! 東京ドームシティ  90 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 

セガ 南町田グランベリーパークワンダーシアター  34 面 

クラブセガ新杉田  90 面 

クラブセガ綱島  20 面 

セガ センター南  40 面 

GiGO 柏  108 面 

GiGO 千葉  24 面 

セガアリーナ蘇我  200 面 

GiGO 南越谷ラクーン  234 面 

GiGO 花園  42 面 

GiGO 川口  14 面 

GiGO 入間  198 面 

GiGO 仙台  48 面 

GiGO 水戸  200 面 

GiGO 石岡  159 面 

セガ アルプラザ金沢  107 面 

セガ岡谷  44 面 

セガ松本  32 面 

GiGO サントムーンオアシス  194 面 

セガベイドリーム清水  624 面 

GiGO mozoワンダーシティ  87 面 

セガ イオンモール木曽川  58 面 

クラブセガ名張  14 面 

セガワールド知立  94 面 

セガ伊勢  40 面 

セガ豊田  24 面 

セガワールド アクアウォーク大垣  75 面 

セガ 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 

セガワールドアポロ  136 面 

セガ あまがさきキューズモール  104 面 

セガ エイスクエア草津  27 面 

セガ丸亀 60 面 

GiGO 福岡天神  300 面 

セガ小郡  44 面 

セガワールド サンスパおおむら  28 面 

ハイテクセガもみの木村  16 面 

セガ みらい長崎ココウォーク  16 面 

クラブセガ北谷  48 面 

 

 



 

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/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 
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