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東京秋葉原地区で参加費無料・賞品総数 80 点！豪華賞品の当たる
「アキバエリア ゲーミング PC 販売店スタンプラリー」を

12月17日（土）に開催！
2016.12.09

マウスコンピューターTOP > 東京秋葉原地区で参加費無料・賞品総数 80 点！…
Like 0 ツイート 0

※ 画像はイメージです。

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松永門、本社：東京都、以下マウスコンピューター）は、対象店舗に設置してあるスタンプを集
めると、Kingston 製プロゲーミングヘッドセットをはじめとするゲーミングデバイスや、外付け HDD や DVD ドライブといった PC 周辺機器など、
豪華景品 80 点が抽選で当たる参加費無料の「アキバエリア ゲーミング PC 販売店スタンプラリー」を、東京の秋葉原地区にて 2016年 12月 17日
（土）に開催致します。

対象店舗は、パソコンゲームを徹底的に楽しむためのハイエンドパソコンブランド G-Tune を展開する「マウスコンピューター 秋葉原ダイレクトシ
ョップ」、「マウスコンピューター ヨドバシ Akiba 店」、「G-Tune : Garage 秋葉原店」、PC ゲームに特化した LEVEL∞（レベル インフィニテ
ィ） をはじめ、信頼の JAPAN QUALITY ブランド iiyama PC を販売する「パソコン工房 秋葉原イイヤマストア」、12月 10日（土）よりオープンと
なる良質なアウトレット・リユース商品を取り揃えた「パソコン工房 アウトレット館」、オリジナルブランドのバーガーパソコンなどを多数取り揃
えた「ソフマップ 秋葉原本館」、B 1階 にゲーマー向けのパソコン、デバイス、関連製品を取り揃えた「SOFMAP GAMING ZONE」を新たにオー
プンした「ソフマップ 秋葉原リユース総合館」の 7 つのゲーミング PC 販売店となります。

スタンプラリーはどなたでも無料でご参加いただけるほか、参加賞もご用意しております。
皆様お誘い合わせの上、ふるってご参加ください。

スタンプラリー 情報ページ

イベントの概要

開催期間

2016年 12月 17日（土） 11：00～18：00

参加費

無料（実施店舗までの交通費などはお客様のご負担となります。）

参加方法

秋葉原地区にある 7 つのスタンプラリー対象店舗にてスタンプラリー用紙をゲット！！ 

スタンプ設置店舗にある ① ～ ⑥ のスタンプをコンプリートして抽選会場へ！！ 

ゲーミングデバイスやパソコン周辺機器など豪華賞品が当たる抽選会に無料でチャレンジ！！

賞品

1等 Kingston HyperX Cloud Revolver プロゲーミング ヘッドセット・・・2本
2等 BUFFALO DriveStation HD-LC2.0U3-BK 2TB 外付け HDD・・・3本 

3等 Kingston UV400 内蔵 SSD 240GB・・・ 2本 

4等 モバイルバッテリー・・・8本 

5等 外付 DVD スーパーマルチドライブ・・・10本 

6等 MSI Interceptor DS B1 ゲーミングマウス・・・25本 

7等 MSI ゲーミングマウスパッド・・・30本 

その他、抽選にハズレた方にも、参加賞をご用意しております。

※ お 1人様 1回限りのご参加とさせていただきます。 

※ 賞品は十分にご用意しておりますが、なくなり次第終了とさせていただきます。 

※ スタンプ、抽選ともにイベント時間内のみの受付となります。抽選コーナーの終了をもちまして抽選会は終了とさせていただきます。 

※ 賞品、イベント内容、スケジュール等は、予告なく変更する可能性があります。

エリアマップ

スタンプ設置場所・抽選会場

・スタンプ設置店舗
① マウスコンピューター 秋葉原ダイレクトショップ 

住所：東京都千代田区外神田1-2-4 

http://www2.mouse-jp.co.jp/ds/akiba.asp 

② マウスコンピューター ヨドバシAkiba 店 (ヨドバシ Akiba ビル 2 階) 

住所：東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシAkibaビル 2 階 

http://www.mouse-jp.co.jp/directshop/yodobashi/ 

③ パソコン工房 秋葉原イイヤマストア 

住所：東京都千代田区外神田3-13-2 

https://www.pc-koubou.jp/pc/level_infinity_hub.php 

④ パソコン工房 アウトレット館 （12月10日オープン） 

住所：東京都千代田区外神田3-13-3 TK 西館 1・2 階 

http://www.pc-koubou.co.jp/shop/shop_map/outlet.php 

⑤ G-Tune : Garage 秋葉原店 

住所：東京都千代田区外神田3-13-7 

http://www.g-tune.jp/garage/ 

⑥ ソフマップ 秋葉原リユース総合館 B 1 階 SOFMAP GAMING ZONE 

住所：東京都千代田区外神田3-13-8 

・抽選会場
ソフマップ 秋葉原本館 3 階 

住所：東京都千代田区外神田4-1-1

記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。※
記載されている情報は発表時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。※
画像はイメージです。※
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