
 
-INFORMATION - 

2022 年 10 月 3 日 

株式会社GENDA GiGO Entertainment 

 
限定オリジナルノベルティがもらえる！ 

『アイドルマスター SideM GROWING STARS』 
１周年記念コラボ開催のお知らせ 

開催期間：2022 年10 月8 日（土） ～ 11 月13 日（日） 

 

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 8 日（土）より、当社※１が運営する対象店舗にて、株式会社バンダイナムコエンターテイン

メントが展開するアプリゲーム『アイドルマスター SideM GROWING STARS』のリリース 1 周年を記念したコラ

ボ企画を開催いたします。 

※セガのお店・GiGOのお店 

 

■アイドルマスター SideMコラボたい焼き 

GiGOのたい焼き秋葉原・池袋にて「アイドルマスター SideM」とコラボレーションしたコラボたい焼き『SideM焼き』

を 10 月 8 日（土）より発売いたします。 

SideM焼き 1 点ご購入につき、オリジナルデザインのコースターをランダムで 1 枚進呈いたします。 

コースターの絵柄は、ご購入の期間によって異なります。 

 

＜前半＞ 

販売期間：  2022 年 10 月 8 日（土） ～ 10 月 28 日（金） 

販売店舗：  GiGOのたい焼き秋葉原、GiGOのたい焼き池袋 

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） 

販売商品：  SideM焼き（カエール、サタン、くまっち）※キャラは選べません 

ノベルティ：   コースター全 24 種（ランダム） 

フレーバー：  プレミアムクリーム チョコレート 

※詳細は公式HPおよび店舗公式Twitterをご確認ください。 

 

 

 

 



＜後半＞ 

販売期間：  2022 年 10 月 29 日（土） ～ 11 月 13 日（日） 

販売店舗：  GiGOのたい焼き秋葉原、GiGOのたい焼き池袋 

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） 

販売商品：  SideM焼き（カエール、サタン、くまっち）※キャラは選べません 

ノベルティ：   コースター全 25 種（ランダム） 

フレーバー：  プレミアムクリーム チョコレート 

※詳細は公式HPおよび店舗公式Twitterをご確認ください。 

 

 

 

■アイドルマスター SideMノベルティ付きドリンク 

ドリンクご購入 1 点につき、オリジナルデザインのコースターをランダムで 1 枚進呈いたします。 

コースターの絵柄は、ご購入の期間によって異なります。 

 

＜前半＞ 

販売期間：  2022 年 10 月 8 日（土） ～ 10 月 28 日（金） 

販売店舗：  GiGO 仙台、GiGO 池袋 1 号館、GiGO 秋葉原 5 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 アミュプラザくまもと、GiGO 福岡天神  以上 全 11 店舗 

販売商品：  ノベルティ付きドリンク 

ノベルティ：   コースター全 24 種（ランダム） 

価格：     500 円（税込） 

      ※絵柄はお選び頂けません。予めご了承ください。 

          ※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。 

 



 

＜後半＞ 

販売期間：  2022 年 10 月 29 日（土） ～ 11 月 13 日（日） 

販売店舗：  GiGO 仙台、GiGO 池袋 1 号館、GiGO 秋葉原 5 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 アミュプラザくまもと、GiGO 福岡天神  以上 全 11 店舗 

販売商品：  ノベルティ付きドリンク 

ノベルティ：   コースター全 25 種（ランダム） 

価格：     500 円（税込） 

      ※絵柄はお選び頂けません。予めご了承ください。 

          ※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。 

 

 

■フォロー＆リツイートキャンペーン 

コラボ企画の開催を記念してTwitterにてフォロー＆リツイートキャンペーンを開催いたします。GiGO のお店／セ

ガのお店 公式アカウント（https://twitter.com/GENDA_GiGO）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「ノベルティコースターコンプリートセット」を進呈いたします。 

 

実施日時：  2022 年 10 月 3 日（月） ～ 10 月 7 日（金） 

応募規約：  https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.htm 

 

https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.htm


【権利表記】 

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc. 

©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved. 

 

【各種公式サイト】 

●アイドルマスター OFFICIAL WEB 

https://idolmaster-official.jp/ 

●アイドルマスター SideM GROWING STARS公式サイト 

https://sidem-gs.idolmaster-official.jp/ 

●コラボ企画サイト 

https://tempo.gendagigo.jp/sidem.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/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 
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