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News Release 

 株式会社鉄人化計画   

 

【TZ GAME Labs】俳優・アイドル・VTuber が新加入！ 
一緒に遊べるイベントも随時開催！ 

  

株式会社鉄人化計画（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：根来 拓也、以下「鉄人化計画」）が展

開する「TZ GAME Labs」（よみ方：ティーゼット ゲーム ラボ）は、ゲームが好きなアーティスト、声

優、アイドル、コスプレイヤー、ゲーム・ストリーマーやプロゲーマーがリアルで一緒に遊べるゲームコ

ミュニケーション施設です。 

今回、ゲームコミュニケーションイベントに参加する新メンバーをご紹介します。 

幅広い分野で活躍するメンバーの中には、「TZ GAME Labs」初の VTuber も新加入します。 

多彩なメンバーと共にさらにパワーアップする「TZ GAME Labs」をどうぞご期待ください。 

 

 

※「TZ GAME Labs」公式 HP では、メンバーのプロフィールやコメントのほか、イベント情報を随時公

開いたします。 

TZ GAME Labs 公式 HP：https://www.tz-gamelabs.com 

TZ GAME Labs 公式 Twitter：https://twitter.com/TZ_GameLabs 

TZ GAME Labs 最新ニュース：https://www.tz-gamelabs.com/news 

https://www.tz-gamelabs.com/
https://twitter.com/TZ_GameLabs
https://www.tz-gamelabs.com/news
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【TZ GAME Labs 参加メンバー】（※順不同） 

 
Jewel☆Mare 白石 ちさ音（しらいし ちさね）様 

ArcJewel 桧垣 果穂（ひがき かほ）様 

Meta Re:birth  ねこのゆる様 

Meta Re:birth  豺牙 うる(さいば うる)様 

Meta Re:birth  赤崎 紅（あかざき こう）様 

 
大矢 剛康（おおや たかやす）様 

声優 e-Sports 部 髙橋 麻里（たかはし まり）様 

B2takes!! 千葉 良祐（ちば りょうすけ）様 

B2takes!! 奥山 ピーウィー（おくやま ぴーうぃー）様 

天野 眞隆（あまの なおたか）様 

 
水谷 彩咲（みずたに あやさ）様 

すずき様 

松浦 尚久（まつうら たかひさ）様 

内田 隼人（うちだ はやと）様 

稲岡 志織（いなおか しおり）様 
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METEORA st.  立川 みくの（たちかわ みくの）様 

METEORA st.   環（たまき）様 

METEORA st./霙柑  鈴乃（りの）様 

METEORA st./霙柑  田口 華有（たぐち かすみ）様 

霙柑   mia（みあ）様 

 

【TZ GAME Labs 専属ストリーマー】 

今回新たに加入した「TZ GAME Labs」のストリーマー7 名をご紹介します。 

 

 
紫帆     ストリーマー/舞台女優  得意なゲーム：APEX、VALORANT 

御堂 らむ   ストリーマー    得意なゲーム：APEX（マスターランク）、VALORANT 

佐倉 ゆるか  ストリーマー    得意なゲーム：パーティー系やホラーゲーム全般 

ちょもまる  ストリーマー/舞台女優  得意なゲーム：APEX、VALORANT  

神谷 ユウキ  ストリーマー     得意なゲーム：APEX（ソロマスターランク）、FORTNITE  

たけちゃん  ストリーマー     得意なゲーム：VALORANT（S2 レディアントランク） 

ロミズリ   ストリーマー     得意なゲーム：FF14、FPS 全般 

  

ゲームを中心に配信活動をしているストリーマーの紹介は、以下 URL に掲載しています。 

◆専属ストリーマー紹介 URL：https://www.tz-gamelabs.com/streamer 

https://www.tz-gamelabs.com/streamer
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【TZ GAME Labs メンバー募集中！】 

ゲームコミュニケーションフィールド「TZ GAME Labs」と共に、ゲームや「e スポーツ」を通じて

新たな次世代の文化を盛り上げる活動を一緒にしていただけるメンバーを募集！オーディションを随

時開催しています。「TZ GAME Labs」専属ストリーマーの活動のほか、メディア露出など、活躍の場

をバックアップしていきます。 

お気軽に以下のメールアドレスまでお問合せください。 

E-Mail：Tz-gamelabs@tetsujinka.com 

 

【TZ GAME Labs（ティーゼット ゲーム ラボ）概要】 

「TZ GAME Labs」は、ゲームが好きなアーティスト、声優、アイドル、コスプレイヤー、ゲーム・

ストリーマーやプロゲーマーとリアルで一緒に遊べるアミューズメント施設です。ゲーム市場に新た

なコミュニケーションフィールドを展開し、「e スポーツ」を軸に誰もが「繋がる」楽しさの本質を追

究する空間として、2022 年 3 月に鉄人化計画がカラオケの鉄人・銀座店にオープン。「TZ GAME Labs」

は、ゲームコミュニケーションイベントの開催のほか、ゲームの楽しさを伝える実況動画の配信や、ゲ

ームコーチング、ゲーム大会を開催するなど、様々な活動をする予定です。 

 

【施設概要】 

TZ GAME Labs GINZA（ティーゼット ゲーム ラボ ギンザ） 

■住 所 ：〒104-0061 東京都中央区銀座 5-9-11 銀座ファゼンダビル 

■アクセス ：東京メトロ 銀座駅 A3 出口/都営浅草線 東銀座駅から各徒歩 2 分 

■公式 HP ：https://www.tz-gamelabs.com 

■E - m a i l ：Tz-gamelabs@tetsujinka.com 

 

【会社概要】 

名称  ：株式会社鉄人化計画 

設立年月：1999 年 12 月 14 日 

代表者 ：根来 拓也 

所在地 ：〒152-0003 東京都目黒区碑文谷五丁目 15 番 1 号 

TEL   ：03－3793－5111 

事業内容：「カラオケの鉄人」ブランドをはじめとした空間提供型アミューズメント施設の運営、 

・メディア事業 

・アライアンス事業 

・レストラン事業（関連会社：株式会社 TETSUJIN FOOD SERVICE、株式会社直久） 

・美容事業（株式会社 Rich to、ビアンカグループ） 

・不動産事業（株式会社コストイノベーション） 

URL ：https://www.tetsujin.ne.jp 

 

 

mailto:Tz-gamelabs@tetsujinka.com
https://www.tz-gamelabs.com/
mailto:Tz-gamelabs@tetsujinka.com
https://www.tetsujin.ne.jp/
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＜本件に関するお問合せ先＞ 

株式会社鉄人化計画 事業統括本部 

TEL ：03－3793－5115 

FAX ：03－3793－5128 

E-Mail：Tz-gamelabs@tetsujinka.com 

 

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。 

mailto:Tz-gamelabs@tetsujinka.com

