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報道関係者各位 
 
 

2022 年 7 月 1 日 
VAIO 株式会社 

 
VAIO日本発売 25周年。SNSでプレゼントキャンペーンを実施 

「想い出の VAIO」投稿でオリジナルグッズや 25%オフクーポン等が各 25 名様に 
 

VAIO 株式会社（本社：長野県安曇野市 代表取締役社長：山野 正樹 以下 VAIO）は、
日本で初めて VAIO PC を発売してから 25 年を記念し、支えてくださったお客様への感
謝の気持ちを込めて、「想い出の VAIO」を SNS に投稿するとオリジナルグッズやオン
ラインストア*で使える 25%オフクーポンをプレゼントするキャンペーンを 2022 年 7
月 1 日より実施いたします。 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
また、VAIO 日本発売 25 周年特設サイトを同日に開設し、VAIO  PC の歩みがわかる

コンテンツや記念動画を公開いたします。今後も 25 周年に関する取り組みを順次、同
サイトにてご紹介予定です。 

VAIO は 1997 年に国内向けに PC ブランドとして誕生して以来、常に新しい時代のニ
ーズに対応できるようさまざまな挑戦を繰り返し、数多くの画期的な PC を発表して
まいりました。2014 年にソニー株式会社から分離・独立した後も、長野県安曇野市に
本社及び製造拠点を置き、そのものづくりへの情熱をたやすことなく、機能・性能を
進化させることはもちろん、それらを突き詰めた先にある美しさの追求に妥協なく向
き合い続けています。 

本キャンペーンを通じ、この 25 年を VAIO と共に歩んでいただいたみなさまへの感
謝をお伝えすると共に、引き続きそのものづくりの DNA を新製品・サービスにも受け
継ぎ、これからも世界中の皆さまに VAIO 製品をお届けできるよう努めてまいります。 
 
 
 
＜プレゼントキャンペーン概要＞  
 
名称   ： 『想い出の VAIO 』SNS 投稿＆プレゼントキャンペーン 

応募期間： 2022 年 7 月 1 日（金）～8 月 31 日（水） 

応募方法： SNS（Twitter・Facebook・Instagram）で指定のハッシュタグをつけて、
VAIO の想い出やエピソードを写真やコメントで投稿。 

プレゼント： ①25 周年記念オリジナルグッズ    各 25 名様  

・7 月応募：VAIO オリジナルデザイン T シャツ 

・8 月応募：後日発表 

②VAIO 公式オンラインストア 25%オフクーポン*    25 名様  

③ソニー公式オンラインストア 25%オフクーポン*       25 名様 
 
 

キャンペーン詳細他は特設サイトご覧ください。 
VAIO 日本発売 25 周年特設サイト： https://vaio.com/campaign/25th/ 

* VAIO 公式オンラインストア（VAIO 株式会社取扱い）：https://store.vaio.com/shop/ 
ソニー公式オンラインストア（ソニーマーケティング株式会社取扱）：https://www.sony.jp/vaio-v/ 
 

 

* クーポン対象製品は 2022 年 7 月以降発売の VAIO PC。1 台 1 回のみご利用可能です。 

https://vaio.com/campaign/25th
https://store.vaio.com/shop/
https://www.sony.jp/vaio-v/
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＜代表コメント＞  
 
VAIO 株式会社 代表取締役社長 山野 正樹（やまの まさき） 
 
VAIO 製品は、軽量・薄型のモバイル・ノートパソコンを中心に世代を超えて世界中の人々
に愛されてきました。2014 年にソニーから独立して VAIO 株式会社となってからも、私ど
もはその伝統を受け継ぎ、高性能・高品質の製品を北アルプスの麓、長野県安曇野の本社
工場を拠点に産み出し続けています。 

昨今、25 年前は思いもよらない変化が次々と社会に訪れ、IT 業界は急速に進化を遂げてい
ます。私たちは常に製品を使っていただく方を想い、皆さまとともに豊かな未来の社会を
創れるように努めてまいりたいと存じます。今後とも一層のご支援とご愛顧を賜りますよ
う、お願い申し上げます。 
 
＜パートナーからのメッセージ＞  
 
25 年間、VAIO ブランドを支えてくださっているパートナーの方々からもコメントをい
ただいております。 
 
インテル株式会社 代表取締役社長 鈴木 国正 様 
 
この度の VAIO ブランドの 25 周年記念、誠におめでとうございます。 

1997 年の VAIO の発表以来、VAIO はインテルにとっての重要なパートナーです。また、ユ
ニークで洗練されたデザインと先進性の優れた PC を数多く世に送り出し、これまでノー
ト PC 市場の拡大・発展に貢献されてきたことに敬意を表します。これからもインテル株
式会社は、「自由」そして「挑戦」を追求する VAIO とのコラボレーションを通じて、日本
の PC 市場の活性化を共に進めていきたいと思います。 
 
日本マイクロソフト株式会社  
業務執行役員 デバイスパートナーソリューション事業本部  事業本部長 佐藤 久 様 
 
VAIO 日本発売 25 周年を迎えられましたこと、誠におめでとうございます。 

25 年間、VAIO の PC にかける想い、そして情熱を間近に拝見してまいりました。 

優れた性能とデザインを両立させる VAIO は、今後もより多くのユーザーの皆様に愛され、
進化・発展していくことを確信しております。 

今後も日本マイクロソフトは、VAIO との連携を通じて、お客様のデジタルトランスフォー
メーション推進に貢献してまいります。 
 
＜VAIO日本発売 25周年その他の取り組み＞  
 
25 周年を記念してその他にもさまざまなコンテンツをご用意しており、すべて特設サイト
（https://vaio.com/campaign/25th/）にてご覧いただけます。最新情報も同サイト内にて順
次公開予定です。 
 
■記念動画 
 
歴代の VAIO PC のクリエイティブや製品画像を振り返りながら、現在の VAIO PC に受け継
がれているものを体感いただけるような動画を公開しています。特設サイト内でご覧いた
だけます。 
 
URL（VAIO Official  You Tube チャンネル）：https://www.youtube.com/watch?v=Dbgxok-bFdE 
 
 
 
 
 
  記念動画イメージ 

https://vaio.com/campaign/25th
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■25周年記念クイズ 
 
VAIO 社員が考えた難問・奇問を含むクイズ 10 問にチャレンジいただけます。回答数に応
じてランクがつき、8 問以上正解した方には VAIO のコーポレートカラーでもあり、古来か
ら「勝ち」を導く縁起色として好まれた「勝色（かちいろ）」ランクの認定証が WEB 上で
贈られます。クイズの結果は SNS でシェアすることができます。 

 
■VAIOヒストリー紹介 
 
特設サイト内にて、歴代製品を厳選し、開発に関わったメンバーへのインタビューをもと
にした秘話と共に紹介しています。 

 

＜参考：現在 VAIOの主力製品＞  
 
VAIO は 2022 年 5～6 月最新世代プロセッサーを搭載する VAIO PC を 3 機種発表していま
す。ぜひ 25 年のものづくりの DNA を受け継いだ新製品をご覧ください。 
 
VAIO® SX12 https://store.vaio.com/shop/pages/sx125g.aspx 

VAIO® SX14 https://store.vaio.com/shop/pages/sx145g.aspx 

VAIO® S15  https://store.vaio.com/shop/pages/s155g.aspx 
  
 

  
VAIO 株式会社は、ソニー株式会社から PC 事業を継承し、2014 年 7 月 1 日に設立されまし
た。長野県安曇野市に本社及び製造拠点を置き、PC および関連製品・サービスの企画・開
発・製造・販売・サポートを一貫して行っています。 
 

VAIO 株式会社コーポレートサイト：https://vaio.com/  

働き方情報支援サイト「Work × IT（ワーク・イット）」：https://workit.vaio.com/ 

VAIO 株式会社公式 オンラインストア：https://store.vaio.com/shop/ 

VAIO 株式会社 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/vaio-store/ 

Amazon VAIO ストア：
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2UZBQN9MEY2MZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528 

VAIO 株式会社公式 Facebook：https://www.facebook.com/VAIO.corporation/ 

VAIO 株式会社公式 Twitter：https://twitter.com/PressVaio/ 
 
 

 
VAIO 株式会社 

広報担当：沼尻 佳奈 

MAIL：press@vaio.com 携帯：080-3903-9653  

東京オフィス： 

〒107-0052 東京都港区赤坂 9-5-14 赤坂ヒルサイドハウス II  2 階 D 

電話：03-6420-0960 (代表) / FAX：03-6420-0935          
 
 

以上 

 
※“VAIO”、     は VAIO 株式会社の登録商標です。 
※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

 

  VAIO 株式会社とは  

  本件お問い合わせ先   

https://workit.vaio.com/
https://store.vaio.com/shop/
https://www.rakuten.co.jp/vaio-store/
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2UZBQN9MEY2MZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528
https://www.facebook.com/VAIO.corporation/
https://twitter.com/PressVaio/
mailto:press@vaio.com

