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エガちゃんが新
エガちゃんが新たな伝説
たな伝説をつくった
伝説をつくった！
をつくった！

LINE スタンプショップ
スタンプショップ
１位獲得(6
位獲得(6 月 9 日時点)
日時点)記念!!
記念!!
江頭 2:50 アプリ
１００円均一
１００円均一キャンペーン
円均一キャンペーン実施
キャンペーン実施！
実施！
期間限定、
期間限定、シリーズ全
シリーズ全４作が 100 円均一♪
均一♪
ジグノシステムジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：沼尻一彦）は、
2014 年 6 月 9 日（月）、LINE スタンプショップにて江頭 2：50 が 1 位を獲得したことを記念して、
iTunes App Store 内にて発売中の江頭 2：50 シリーズアプリ全 4 作について、期間限定で値下

げキャンペーンを行います。

話題のアプリが期間限定でどーん！と
話題のアプリが期間限定でどーん！とお買い得！！
が期間限定でどーん！とお買い得！！

江頭 2：50 アプリ全 4 作について、6 月 9 日（月）から 6 月 15 日（日）までの期間限定で、100
円均一で販売いたします。
対象となるアプリは、iTunesAppStore 総合ランキングで 1 位を獲得した「
「江頭 2:50 の オレが時計だ」
オレが時計だ」

(iPad 版)、名言・珍言が話題となった「
「江頭 2:50 の 大人のあいうえお ～二匹目のドジョウ～
「江頭
～二匹目のドジョウ～」
ドジョウ～」、「江頭
「 江頭 2 ： 50 の
2:50 の オレが着信音 壁紙付 ～三度目の正直～
～三度目の正直～」
」 、初のアクションゲームとなる「
42.195km～流石の俺も四苦八苦～
42.195km～流石の俺も四苦八苦～」
～流石の俺も四苦八苦～」の 4 本で、通常 500 円の iPad アプリも対象になります。

＜対象アプリ＞
「江頭 2:50 の オレが時計だ」
オレが時計だ」 通常価格：iPad500 円※iPhone 版は常時 100 円で配信中
「江頭 2:50 の 大人のあいうえお ～二匹目のドジョウ～」
～二匹目のドジョウ～」 通常価格：iPhone200 円
「江頭 2:50 の オレが着信音 壁紙付 ～三度目の正直～」
～三度目の正直～」 通常価格：iPhone200 円
～流石の俺も四苦八苦～」 通常価格：iPhone200 円
「江頭 2：50 の 42.195km ～流石の俺も四苦八苦～」

＜アプリ詳細＞
アプリ詳細＞
「江頭 2:50 の オレが時計だ」
オレが時計だ」 （リリース：2011/1/28）
あの江頭 2:50 が、iPad アプリで登場!
画面狭しと繰り広げられるパフォーマンスをお楽しみくださ
い。時計は、顔時計、腕時計、人時計の 3 種類の中から
選択可能です。
http://itunes.apple.com/jp/app/id415445930?mt=8
※iPhone 版は常時 100 円で配信中

「江頭 2:50 の 大人のあいうえお ～二匹目のドジョウ～」
～二匹目のドジョウ～」 （リリース：2011/8/17）
江頭アプリ第二弾！
江頭 2:50 の名言・珍言を多数収録した、異色のアプリ。
大人のあいうえお・・・を、楽しみましょう！

http://itunes.apple.com/jp/app/id455203431?mt=8

「江頭 2:50 の オレが着信音 壁紙付 ～三度目の正直～」 （リリース：2011/12/1）
江頭アプリ第三弾！ユーザの方からの強い御要望にお応
えし、江頭 2：50 の名言、珍言を iPhone の着信音に設定で
きる着信音アプリです。【壁紙付】

http://itunes.apple.com/jp/app/id481599158?mt=8

「江頭 2:50 の 42.195km ～流石の俺も四苦八苦～」 （リリース：2012/8/15）
江頭アプリ第四弾！横スクロール型簡単アクションゲーム
です。江頭 2：50 のアイコンを上下に操作して障害物を避け
、42.195km 先のゴールを目指しましょう！

http://itunes.apple.com/jp/app/id545868250?mt=8

【対応機種】

iOS 3.2 以降の iPhone3GS、iPhone4、iPhone4S、iPod touch（第 3 世代）、
iPod touch（第 4 世代）、iPad、iPad2、新しい iPad（2012 年 3 月発売）

【価格】

100 円

【コピーライト】

(C)2010,2011,2012 GignoSystem Japan,Inc.

Powered by United World Music Co.,Ltd.

・iPhone、iPad、iPod touch 等、本体の OS は、最新の OS へバージョンアップされることを推奨します。
・iTunes は最新のバージョンを御利用ください。

＜LINE 公式スタンプ江頭 2:50 好評配信中！＞
＞
【価格】
1 セットあたり 200 円（税込）または 100LINE コイン（Android のみ）
（1 セット：40 個）
【アクセス方法】 URL : LINE 公式ページ http://line.me
【コピーライト】
(C)大川興業 (C) GignoSystem Japan,Inc.

（ジグノシステムジャパンについて）
1996 年設立。株式会社エフエム東京の子会社。
携帯端末の多様化・高機能化に対応したリッチコンテンツを中心に、多彩なモバイルサービスを NTT ド
コモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、WILLCOM にて提供するほか、他社向けソリューションの提供、スマ
ートフォン向けアプリ販売、ソーシャルアプリ提供を展開しております。
今後は、ネットワーク上のすべてのデバイスに向け、便利で快適、楽しいサービスを創造・開発して
参ります。
http://www.gignosystem.com/
http://www.facebook.com/gignosystemjapan

※本文中の会社名または商品名は各社の商標または登録商標です。
※「iPhone」「iPad」「iPod touch」「iTunes」および「App Store」は、Apple Inc.の商標です。
※iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

～ 本件に関するお問い合わせ先 ～
ジグノシステムジャパン株式会社
担当

アプリ担当

TEL：03-5210-5668

E-Mail：press@gsj.bz

