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                    2018年6月25日 

各位 

株式会社ゲオホールディングス 

 株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：遠藤結蔵）の子会社、

株式会社ゲオ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：吉川恭史）は、e スポーツ（※1）イベント

『鉄拳7×esports GIANT KILLING in ゲオ』（協賛：株式会社バンダイナムコエンターテインメント）

を2018年7月21日（土）のゲオ金沢御経塚店（石川県）を皮切りに、ゲオショップ5店舗で開催します。 

 

 『鉄拳7×esports GIANT KILLING in ゲオ』は、参加者が「鉄拳7」のプロライセンス選手に3ラウ

ンド1セットで勝負を挑む「チャレンジマッチ」と、プロライセンス選手から直接指導を受ける「講習会」

の2つのプログラムを合わせたイベントです。 

 「チャレンジマッチ」では、チャレンジの達成度に応じて賞品内容が変わります。3 ラウンド全て獲得

した場合の賞品は「G433 7.1有線サラウンド ゲーミング ヘッドセット」（商品提供：株式会社ロジクー

ル https://gaming.logicool.co.jp/ja-jp）です。（※2） 

 

ゲームユーザーが多数来店するゲオでは、今後も継続的に体験型イベントを実施し、ゲームユーザーの

コミュニティを形成することで「eスポーツ」に貢献してまいります。 

 

■『鉄拳7×esports GIANT KILLING in ゲオ』 特設サイトURL 

https://geo-online.co.jp/html/tk7_giantkilling.html  

■鉄拳7 バンダイナムコエンターテインメント 公式サイトURL 

http://www.tk7.tekken-official.jp/  

 

※1：「eスポーツ」について 

エレクトロニック・スポーツの略で、広義

には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、

スポーツ全般を指す言葉であり、コンピュ

ーターゲーム、ビデオゲームを使った対戦

をスポーツ競技として捉える際の名称。 

（一般社団法人日本eスポーツ連合 「eス

ポーツとは」より 

https://jesu.or.jp/contents/about_esports/） 

※2：各会場限定3名 

 

 

 

 株式会社バンダイナムコエンターテインメント協賛 

『鉄拳 7×esports GIANT KILLING ㏌ ゲオ』開催 

開催5店舗全店に鉄拳プロライセンス選手が来店、1~3弾の情報を解禁 
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■『鉄拳7×esports GIANT KILLING in ゲオ』開催概要 

開催店舗および日程 

開催日 店舗名 住所 出演者 

7月21日(土) ゲオ金沢御経塚店 石川県野々市市御経塚5丁目62番地 ダブル選手 

8月11日(土) ゲオ春日井インター店 愛知県春日井市東野町6丁目1番地13 
ペコス選手 

AO選手 

8月12日(日) ゲオ八尾店 大阪府八尾市東本町4丁目2番50号 
加齢選手 

破壊王選手 

 

開催時間：16：00～21：00予定 

 

※残りの2店舗の開催概要は、ゲオ特設サイトにて2018年7月12日（木）に公開予定です 

※進行状況により終了時間は前後することがあります 

※「チャレンジマッチ」「講習会」ともに観覧はどなたでも可能です 

 

【チャレンジマッチ】 

イベント内容：3ラウンド獲得（GIANT KILLING）を目指してプロライセンス選手に挑戦 

参 加 方 法：当日15：30より開催店舗イベントスペースにて先着順で整理券を配布 

対 戦 方 法：1on1の3ラウンド1セットマッチ形式で対戦 

     ※大会当日の使用機器はPS4®、使用するソフトはPS4®「鉄拳7」です 

      ※アーケードコントローラーの持ち込みは可能です 

賞      品：ラウンド獲得数によって獲得賞品がグレードアップします 

・参 加 賞：鉄拳7オリジナルステッカー 

・1ラウンド獲得：鉄拳7オリジナルトートバッグ 

・2ラウンド獲得：鉄拳7オリジナルトートバッグ or 鉄拳7オリジナルTシャツ 

・3ラウンド獲得：G433 7.1有線サラウンド ゲーミング ヘッドセット or 

鉄拳7 オリジナル グッズ（ステッカー、トートバッグ、Tシャツ）3点セット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜G433 7.1有線サラウンドゲーミング ヘッドセット＞ 

商品提供：株式会社ロジクール 

 

＜鉄拳7オリジナルTシャツ イメージ＞ 

商品提供：バンダイナムコエンターテインメント 

SMAPLE SMAPLE 
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【講習会】 

イベント内容：鉄拳プロライセンス選手によるマンツーマン指導（1人15分） 

定 員：各店舗8名 

応 募 方 法：ゲオ特設サイト専用フォームから必要事項を入力し応募 

      https://geo-online.co.jp/html/tk7_giantkilling.html   

※定数以上の応募があった場合は抽選の上、当選者にメールにて通知  

※特設サイト上でも当選者を公開予定 

応 募 期 間： 

・ゲオ金沢御経塚店：2018年6月25日（月）10：00 ～ 7月8日（日）23：59 

・ゲオ春日井インター店：2018年6月25日（月）10：00 ～ 7月16日（月）23：59  

・ゲ オ 八 尾 店：2018年6月25日（月）10：00 ～ 7月16日（月）23：59 

 

【出演プロライセンス選手 詳細】 

[選手名] ダブル 

[出演店舗] ゲオ金沢御経塚店 

[プロライセンス発行事由] 

メーカー推薦（2018年3月） 

THE KING OF IRON FIST TOURNAMENT 2015：4位 

EVO 2015：9位 

[直近の戦績] 

鉄拳プロチャンピオンシップ（2018年3月）：5位 

THE KING OF IRON FIST TOURNAMENT 2015（2015年）：4位 

EVO 2015（2015年）：9位 

 

[選手名] ペコス 

[出演店舗] ゲオ春日井インター店 

[プロライセンス発行事由] 

発行大会（2018年2月）： 

闘会議2018 鉄拳7~Break the world~：上位4名 

[直近の戦績] 

鉄拳プロチャンピオンシップ（2018年3月）：5位 

鉄拳7 Final ～Royal Championship～（2018年2月）：3位 

 

[選手名] AO（アオ） 

[出演店舗] ゲオ春日井インター店 

[プロライセンス発行事由] 

メーカー推薦（2018年3月 

THE KING OF IRON FIST TOURNAMENT 2015：3位 

EVO2015：2位 

[直近の戦績] 

鉄拳プロチャンピオンシップ（2018年3月）：4位 

TEKKEN World Tour 2017 Tokyo TEKKEN Masters（2017年）：9位 

https://geo-online.co.jp/html/tk7_giantkilling.html
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[選手名] 加齢（カレイ） 

[出演店舗] ゲオ八尾店 

[プロライセンス発行事由] 

発行大会（2018年5月）： 

MASTERCUP TRY FUKUOKA：優勝 

[直近の戦績] 

MASTERCUP TRY FUKUOKA（2018年5月）：優勝 

THE KING OF IRON FIST TOURNAMENT（2016年）：4位 

 

[選手名] 破壊王（ハカイオウ） 

[出演店舗] ゲオ八尾店 

[プロライセンス発行事由] 

発行大会（2018年2月）： 

闘会議2018 鉄拳7~Break the world~：上位4名 

[直近の戦績] 

鉄拳プロチャンピオンシップ（2018年3月）：準優勝 

鉄拳7 Final ～Royal Championship～（2018年2月）：4位 

 

 

 

 

 

以上 


