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【プレスリリース】 
2019 年 8 月 29 日 

報道関係各位 

ＬＧエレクトロニクス・ジャパン株式会社  
LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：李 栄彩（イ・ヨンチェ） 本社：東京都 

中央区）は、最新ゲーミングモニター「27GL83A-B」を体験しながら、Pro esports Team「SCARZ」
と「Fortnite（フォートナイト）」をプレイできる無料イベント、「LG UltraGear™ 体験イベント in ヨド
バシカメラ マルチメディア Akiba」を 2019 年 9 月 7 日（土）、8 日（日）に開催します。  
今回のイベントは、当社のハイエンドゲーミングモニターシリーズ「LG UltraGear™」の最新モ

デル「27GL83A-B」が、9 月 13 日（金）に発売されるのを記念し、当社が初めて主催するゲーミン

グイベントです。この機会に是非、LG の最新モニターをご体感ください。  
【概要】 

■名称： 「LG UltraGear™ 体験イベント in ヨドバシカメラ マルチメディア Akiba」 
■日時： 2019 年 9 月 7 日(土)、8 日(日) 13:00～18:00 
■会場： ヨドバシカメラ マルチメディア Akiba 2 階 eSport ゾーン 
■協賛： 日本 AMD 株式会社、HyperX 
■試遊内容： Pro esports Team「SCARZ」と「Fortnite（フォートナイト）」を一緒にプレイ。 

SCARZ 1 名＋参加者 3 名のチームを組み、4 対 4 で 5 分間のチーム対戦を行います。 
1 日 2 部構成で、各部 10 セッション行い、セッション毎に最もキル数の多いプレイヤーを選出。 
賞品として LG の最新モニター「27GL83A-B」（各部で１名、計 4 台）をプレゼント。 
各セッション 6 名ずつ参加可能で、2 日間で計 40 セッション行いますので、 
合計 240 名の方にご体験いただけます。 

  ■「SCARZ」参加選手： 7 日（土）KilluA 選手･MuGI 選手、8 日（日）KilluA 選手･Lise 選手 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro esports Team「SCARZ」と「Fortnite（フォートナイト）」をプレイ！ 
参加費無料で、最優秀者は最新ゲーミングモニター「27GL83A-B」がもらえる！ 

「LG UltraGear™ 体験イベント in ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba」 
9 月 7 日（土）・8 日（日）13：00～18：00 に開催 

https://www.lg.com/
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【イベントスケジュール（2 日間共通）】  
※12:30 より整理券を先着順に配布予定 
13:00～13:20 オープニング 
＜第 1 部＞ 
13:20～14:00 LG UltraGear™体験① …5 分間バトル 5 回（30 名様） 
14:00～14:20 トークステージ 
14:20～15:00 LG UltraGear™体験② …5 分間バトル 5 回（30 名様） 
15:00～15:10 トークステージ 
15:10～15:30 第 1 部表彰 …1 位＆２位発表 
 
＜第 2 部＞ 
15:30～16:10 LG UltraGear™体験① …5 分間バトル 5 回（30 名様） 
16:10～16:30 トークステージ 
16:30～17:10 LG UltraGear™体験② …5 分間バトル 5 回（30 名様） 
17:10～17:30 トークステージ 
17:30～18:00 第 2 部表彰 …1 位＆2 位発表／エンディング  
 
※トークステージでは、LG UltraGear™ や、AMD などの製品紹介、 

SCARZ による FPS の戦い方のコツ紹介など、さまざまなステージを予定しております 
※イベントの内容は予告なく変更になることがございます 
 
【注意事項】 
※体験の受付は 12:30 より整理券を先着順に配布致します。(一日あたり 120 名様) 
それ以前にお並び頂くことは出来ませんのでご了承ください。 

※賞品の受取には、表彰式参加が必須条件となります。お時間までにお越しいただけなかった 
場合は、次点のプレイヤーへ賞品が繰越されますのでご注意ください。 

※希望者が多数の場合、体験に参加出来ない可能性がありますのでご了承下さい。 
 
※イベントの詳細は、下記 URL をご参照ください。 
https://www.lg.com/jp/20190907_event 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lg.com/jp/20190907_event
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報道関係者様のお問い合せ先 
 

LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社 
広報担当：阿部／金 東建（キム・ドンゴン） 

Email: pr.jp@lge.com 
TEL: 03-5299-4603（直通） FAX: 03-5299-4699 

 
 
※本仕様は予告なく変更される場合があります  
※画像はすべてイメージです 
※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です 
 

※LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から 
「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（英文表記：LG Electronics Japan Inc.）」に法人名を変更しています 

 
■LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社概要 
社 名： LG Electronics Japan 株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 
本 社： 〒104-8301 東京都中央区京橋 2-1-3 京橋トラストタワー15 階 
U R L： https://www.lg.com/jp 
設 立： 1981 年 1 月 
代 表 者： 代表取締役 李 栄彩（イ・ヨンチェ） 
事 業 内 容：      LG エレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は 5 事業の営業を展開 

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】 
洗濯機、掃除機、衣類リフレッシュ機等 
【ホーム・エンターテインメント】 
テレビ、モニター、ノートパソコン、ブルーレイプレイヤー、ホームプロジェクター等 
【モバイル・コミュニケーションズ】 
スマートフォン、タブレット端末、モバイルアクセサリー等 

             【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】 
車載用機器等 

             【ビジネス・ソリューションズ】 
デジタルサイネージ、ソーラー事業等 

 
■LG エレクトロニクスについて 
LG エレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリ

ーダーおよびイノベーターとして、世界 140 の事業拠点に約 72,600 人以上の従業員を擁しています。 
2018 年の世界市場の売上は 544 億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・

エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、

「ビジネス・ソリューションズ」の 5事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫などを製造

する世界有数の総合家電メーカーです。詳しくは、www.lg.com をご覧ください。 
 
 
 

 

 

 
 
 


