
 

 

2022 年７月 14 日 

各  位 

 

会 社 名 株式会社エムアップホールディングス  

（コード番号：3661 東証プライム） 

 

 

facethru（フェイスルー）×ジャイアンツ・スターズ 

リアルカード配布のスペシャル連動キャンペーン開催のお知らせ 

 

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤宏一郎）の連結子会社

であり電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」、視聴 PASS 販売プラットフォーム

「StreamPass」を運営する株式会社 Tixplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田宗多朗）は、東京ド

ーム巨人戦での一般来場者を対象とした、顔／Suica 認証サービスの「facethru（フェイスルー）」を利

用して入場したお客様へ、読売ジャイアンツ公認のスマートフォン向けカードコレクションアプリ「ジャ

イアンツ・スターズ（略称：G スタ）」（以下、本アプリ）オリジナルデザインのリアルカードを配布する

キャンペーンを実施いたします。また本キャンペーン開催日と同日より本アプリにおいても同デザインの

デジタルカードを販売する「G スタ×フェイスルースペシャルカードスカウト」を開催いたしますことを、

下記の通りお知らせします。 

 

記 

 

 
 

■G スタデザインのリアルカード プレセントキャンペーン！ 

顔／Suica 認証サービスの「facethru（フェイスルー）」を利用して来場、観戦いただいたお客様を対象

に、本アプリオリジナルデザインのリアルカードをプレゼントいたします。開催は全５回となってお

り、各期間毎にプレゼントするカードの対象選手は異なります。 

全 20 種類の展開となり、「facethru（フェイスルー）」の入場利用１回につき１枚プレゼントします。 

「facethru（フェイスルー）」を利用してここでしか獲得できない貴重なカードを獲得してください。 

 

 



＜リアルカード配布実施期間 （東京ドーム試合日)＞ 

第１期間  

2022 年７月 15 日（金）～ 2022 年７月 17 日（日）【広島戦】 

 

第２期間 

2022 年８月２日（火）～ 2022 年８月４日（木）【阪神戦】 

 

第３期間 

2022 年８月 12 日（金）～ 2022 年８月 14 日（日）【広島戦】 

2022 年８月 19 日（金）～ 2022 年８月 21 日（日）【阪神戦】 

2022 年８月 23 日（火）～ 2022 年８月 25 日（木）【中日戦】 

 

第４期間 

2022 年９月６日（火）～ 2022 年９月８日（木）【DeNA 戦】 

 

第５期間 

2022 年９月９日（金）～ 2022 年９月 10 日（土）【中日戦】 

2022 年９月 17 日（土）【阪神戦】 

2022 年９月 18 日（日）～ 2022 年９月 19 日（月）【DeNA 戦】 

2022 年９月 20 日（火）【ヤクルト戦】 

 

※リアルカードはランダムでの配布となり、選手をお選び頂く事は出来ません。 

※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。ご了承の程お願い申し上げます。 

※上記のキャンペーン内容や実施期間は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 

 

■G スタ×フェイスルー スペシャルカードスカウト概要 

本アプリにて「facethru（フェイスルー）」でのリアルカードプレゼントキャンペーン開催日と同じス

ケジュールで７月 15 日（金）から、20 名の選手が登場する「G スタ×フェイスルー スペシャルカード

スカウト」を実施いたします。各期間でピックアップされる５選手と監督は下記の通りとなります。 

 

＜スカウト実施期間＞   

・第１期間   

2022 年７月 15 日（金）14:00～ 2022 年７月 25 日（月）12:59 

対象選手：吉川 尚輝、中田 翔、菅野 智之、今村 信貴、高梨 雄平 

 

・第２期間   

2022 年８月２日（火）14:00～ 2022 年８月 12 日（金）12:59 

対象選手：戸郷 翔征、小林 誠司、岡本 和真、赤星 優志、A.ウォーカー 

 

・第３期間  

2022 年８月 12 日（金）14:00～ 2022 年８月 25 日（木）12:59 

対象選手：丸 佳浩、G．ポランコ、大城 卓三、立岡 宗一郎、原 辰徳 

 

・第４期間   

2022 年９月６日（火）14:00～ 2022 年９月 16 日（金）12:59 

対象選手：坂本 勇人、松原 聖弥、大勢、C.C.メルセデス、畠 世周 

 

・第５期間   

2022 年９月 16 日（金）14:00～ 2022 年９月 26 日（月）12:59 

対象選手：第１期間～第４期間で登場した全選手・監督 

 

※上記のキャンペーン内容や実施期間は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 

 

 

 



 
 

■スペシャルスカウト開催記念して G 球プレゼント！ 

キャンペーン期間中本アプリへログインしていただいた方を対象に、もれなく G 球を 10 個プレゼントい

たします。G 球は本アプリ内にて選手のカードを獲得するスカウトを使う際に必要となるアイテムです。

G 球を集めてお気に入り選手のカードをゲットしましょう。 

※期間中、お一人様一回のみの付与となります。 

 

＜プレゼント期間＞ 

2022 年 7 月 15 日（金）14:00～ 2022 年 9 月 26 日（月）12:59:まで 

 

■読売ジャイアンツ公認スマートフォン向けカードコレクションアプリ「ジャイアンツ・スターズ」に

ついて 

本アプリは、読売ジャイアンツの選手たちが活躍した試合のプレー写真をデジタルカードとして配信す

るカードコレクションアプリです。 

選手たちのカードをスカウトして、他のプレイヤーとトレードし好きな選手を集めたり、自分だけのチ

ーム編成を楽しめるアプリです。１シーズン約 1000 枚以上のカードを配信中。 

球場で観戦したあの熱戦や、お気に入りの選手カードを集めてオリジナルコレクションをつくることが

できます。 

シーズンを通して順次、さまざまな企画をご用意しております。詳しくは以下アプリをご確認くださ

い。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「ジャイアンツ・スターズ（略称：G スタ）」概要 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名  称： ジャイアンツ・スターズ（略称：G スタ） 

配信開始： 2018 年 6 月 26 日 

ｱｸｾｽ方法： スマートフォンよりダウンロード 

 

配信方法： App Store、Google Play より配信 

App Store  ： https://apps.apple.com/jp/app/id1392338550?l=ja&ls=1 

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.emtg.giants.stars 

 

ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ ：  ©読売巨人軍 ©Tixplus,Inc. All Rights Reserved. 

 

情 報 料：  基本プレイ無料、アイテム課金制 

 

ジャイアンツ・スターズ HP： https://gstars.tixplus.jp/ 

ジャイアンツ・スターズ公式 Twitter アカウント：@GiantsStars https://twitter.com/GiantsStars 

読売ジャイアンツ HP： http://www.giants.jp/ 

https://apps.apple.com/jp/app/id1392338550?l=ja&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.emtg.giants.stars
https://gstars.tixplus.jp/
https://twitter.com/GiantsStars
http://www.giants.jp/


■facethru（フェイスルー）について 

東京ドームで開催する公式戦で、球団公式アプリ「GIANTS APP」から顔画像または Suica 番号を登録

し、お手持ちの入場券とひもづけることで、東京ドームの５か所のゲートにある専用レーンで、顔また

は Suica をかざしてスムーズに入場ができます。 

また、球団直営グッズショップ「G-STORE」や場内の一部飲食店舗では手ぶらでお買い物ができます。最

新技術を駆使した新しい観戦体験をぜひお試しください。 

 

▼facethru（フェイスルー）特設サイトはこちら 

https://www.giants.jp/G/sp/dome-renewal/digital/ 

 

 
 

※読売巨人軍 ニュースリリース（2022 年２月 24 日） 

東京ドーム巨人戦顔認証サービス「facethru（フェイスルー）」誕生 

https://www.giants.jp/G/gnews/news_3916587.html 

※「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

 

■球団公式アプリ「GIANTS APP」について 

「GIANTS APP」は、電子チケットを利用した入場、球場内の Wi-Fi 利用や、プレゼント企画、試合に連

動して選手やスコアが表示される観戦モードなど便利な機能が盛りだくさんのジャイアンツ公式アプリ

です。 

今後も、様々なバージョンアップを予定しておりますので、この機会に是非ご利用ください。 

 

▼「GIANTS APP」概要 

配信方法： App Store、Google Play より配信 

App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/giants-app/id979037741 

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=ltd.yomiurigiantsco.giantsgameday 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.giants.jp/G/sp/dome-renewal/digital/
https://www.giants.jp/G/gnews/news_3916587.html
https://apps.apple.com/jp/app/giants-app/id979037741
https://play.google.com/store/apps/details?id=ltd.yomiurigiantsco.giantsgameday


※参考情報 

・株式会社エムアップホールディングス 

代表取締役 美藤宏一郎 

本社  東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 18 号 渋谷南東急ビル 10 階  

事業内容 コンテンツ事業、EC 事業、電子チケット事業、その他事業 

URL  https://m-upholdings.co.jp/ 

 

 

・株式会社 Tixplus 

代表取締役 池田宗多朗 

本社  東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 18 号渋谷南東急ビル 10 階 

事業内容 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営 

URL  https://tixplus.co.jp/ 

 

・本リリースに記載されている商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

・サイトの閲覧、利用に際しては、別途パケット通信料が必要となります。 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

株式会社エムアップホールディングス 

ＩＲ担当 E-Mail  ：ir-support@m-upholdings.co.jp 

https://m-upholdings.co.jp/
https://tixplus.co.jp/

