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東京ゲームショウ2013、181社が出展へ
TGSサポーターズクラブなど各種チケット、7月10日発売開始！
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会
日
経
B
P
社
東京ゲームショウ2013（主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会[略称：CESA、会長：
鵜之澤 伸]、共催：日経BP社 [社長：長田 公平]）は、6月28日現在の出展予定社数と出展予定企業、チ
ケット情報などを以下にお知らせします。
今年の出展社は、現時点で181社となり、昨年同時期の171社を上回る規模となります。また、そのうち、
51社が海外からの出展となり、最終的には昨年の海外出展社数（83社）を上回る見込みです。
海外パビリオンとして、スイス、スウェーデンが初参加。そのほか、アイルランド、イスラエル、オランダ、
韓国、スペイン、タイ、台湾、中国、ドイツ、フィンランド、米国、ポーランド、香港、マカオ、ルクセンブルクの
各国・地域からの出展もあります。
昨年新設した「アジアニュースターズコーナー」には、昨年から参加しているインドネシア、ベトナム、マレ
ーシアに加え、新たにシンガポール、フィリピンから各国を代表する先進企業が出展します。
※6月28日現在の出展社リストは添付資料をご覧ください。
また、今年は独立系ゲーム開発者による出展コーナー「インディーゲームコーナー」を新設し、現在、出
展応募に対する選考を実施しています。本コーナーへの出展社数は30以上を見込んでおり、海外からの
出展社も数多く参加する予定です。
このほかにも「クラウドゲーミングコーナー」「乙女ゲームコーナー」などの新設により、初参加の企業を
多数迎えることができました。
新型プラットフォームの発売を控えたタイミングで開催する東京ゲームショウ2013。あらゆるプラットフォ
ームに向けた、さまざまなジャンルのコンピュータエンターテインメントの最新情報を東京から世界に発信
します。どうぞ、ご期待ください。

◆チケット発売情報
好評の「TGS2013 サポーターズクラブチケット」（特典付き3,000円税込）と「前売券」（1,000円税込）は、
７月10日（水）午前10時から発売を開始します。また、ゲーム業界関係者に限定したビジネスデイ事前登
録も、昨年に引き続き実施いたします。
※チケット情報は添付資料をご覧ください。

◆よしもとのお笑い芸人が東京ゲームショウに登場予定!!
今年の東京ゲームショウでは、吉本興業とのコレボレーション企画を実施する予定です。吉本興業のお
笑い芸人の皆さんが東京ゲームショウ 2013 をさらに盛り上げていきます。本企画については詳細決定後、
あらためて発表します。どうぞご期待ください。
東京ゲームショウ」公式ウェブサイト http://tgs.cesa.or.jp/

【一般来場者チケット情報】
一般来場者向けの「前売券」と、オリジナルの特典を付加した「TGS2013 サポーターズクラブチケット」
を 7 月 10 日（水）午前 10 時から発売を開始します。

■ 前売券
・ 発売期間：7 月 10 日（水）午前 10 時～9 月 20 日（金）
・ 価
格：一般（中学生以上）1,000 円（税込）
・ 販売窓口：チケットぴあ［P コード：988-331］（ぴあ、サークル K・サンクス、セブン-イレブン）、ローソ
ンチケット［L コード：32222］、セブン-イレブン（セブンコード：024-054）、JTB エンタメチケ
ット（JTB、セブン-イレブン、ファミリーマート、サークルＫ・サンクス）、CN プレイガイド
（CN ステーション）、イープラス（ファミリーマート）、楽天チケット、全国有名ゲームショッ
プ、全国複合カフェなど。
■ TGS2013 サポーターズクラブチケット
・ 発売開始：7 月 10 日（水）午前 10 時。予定数量に達した段階で、販売終了とします。
・ 価
格：3,000 円（税込）※特典を受ける場合は小学生以下（乳幼児を除く）でも本チケットが必
要になります。
・ 販売窓口：ローソンチケット［L コード：32222］（国内）、イベントレジスト（海外）
・ 特
典：TGS サポーターズクラブ特製 T シャツ、オリジナルピンバッジを差し上げます。また、朝
の開場から一定時間の優先入場を実施します。
・ 注
意：サポーターズクラブチケットは 2 回に分けて販売します。第一弾は 7 月 10 日から、第 2
弾は 8 月 19 日より販売開始を予定しています。販売枚数には限りがありますので、ご
購入いただけない場合はご容赦ください。

【ビジネスデイ チケット情報】
東京ゲームショウ 2013 のビジネスデイは招待制となります。招待券をお持ちの方は入場無料です。招
待券をお持ちでない場合は、TGS 公式ホームページ内にある「ビジネスデイ事前登録」からエントリー後、
ゲーム業界関係者であることを事前審査の上で、ご提供します。受付開始は 8 月上旬を予定しています。
同事前登録により、ビジネスデイの 9 月 19 日（木）、20 日（金）の 2 日間を通して入場できます。事前登録
料は 5,000 円（税込）です。

「東京ゲームショウ 2013」 開催概要
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東京ゲームショウ2013（TOKYO GAME SHOW 2013）
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）
日経BP社
経済産業省
2013年 9月19日（木） ビジネスデイ 10：00～17：00
9月20日（金） ビジネスデイ 10：00～17：00
※ビジネスデイは、ビジネス関係者およびプレス関係者のみのご入場となります。

9月21日（土） 一般公開日 10：00～17：00
9月22日（日） 一般公開日 10：00～17：00
※一般公開日は、状況により、9:30に開場する場合があります。

会

場：

来場予定者数：
出 展 社 数：
入 場 料：
（一般公開日）

幕張メッセ （千葉県千葉市美浜区）
展示ホール1～9／イベントホール／国際会議場
20万人
181 社（6 月 28 日現在）
一般（中学生以上）・・・前売1,000円/当日1,200円
小学生以下・・・・・・・・・入場無料
TGSサポーターズクラブ・・・前売3,000円税込

東京ゲームショウ2013 出展社一覧
一般展示
アークシステムワークス
i-style Project
ウォーゲーミングジャパン
エレクトロニック・アーツ
エンターブレイン
オランダ・ゲーム・フロント オランダ王国大使館経済クラスター
カーネギーメロン大学 エンターテイメントテクノロジーセンター
カプコン
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
グリー
ゲームの電撃
コーエーテクモゲームス
Gクラスタ・グローバル
サイコブレイク
SWISS GAMES
スウェーデンパビリオン
スクウェア・エニックス
SteelSeries
セガ
ソニー・コンピュータエンタテインメント
台湾ゲーム館
ACHTUNG!
Art and Mobile Entertainment Co., Ltd.
Creativity In The Making, Ltd.
Dept. of Multimedia and Game Science, Lunghwa University of Science and Technology

Interserv International Inc.
Joymaster Inc.
MacroWell OMG Digital Entertainment Co., Ltd.
MBOX Co., Ltd.
NoahGames Studio Inc.
PlayCoo Corporation
Unalis Corporation
XPEC Entertainment Inc.
Zealot Digital International Corp.
台湾貿易センター
日本AMD
日本ファルコム
日本マイクロソフト
Numark
ハピネット
バンダイナムコゲームス
Vuzix Corporation
ブシロード
ブロードメディア
プロトタイプ
メダロット社
モリゲームズ
物販コーナー
アークシステムワークス
アルケミスト
カプコン
コスパ
サーファーズパラダイス
三英貿易
三和電子
スクウェア・エニックス
スクウェア・エニックス ミュージック
セガ
ダンガンロンパ希望ヶ峰学園購買部TGS出張所
デザエッグ
トイズ・プランニング
バンダイナムコゲームス
ピカットアニメ
5pb./SCIENCE ADVENTURE TEAM
ブシロード
マッドキャッツ
ファミリーコーナー
アルケミスト
カプコン
ＫＯＮＡＭＩ（コナミ）
Gクラスタ・グローバル
スクウェア・エニックス
セガ
ハッピーミール
バンダイナムコゲームス
ブシロード
ブロードメディア
ロケーション
ゲームスクールコーナー
アーツカレッジヨコハマ
麻生情報ビジネス専門学校
穴吹学園 穴吹カレッジグループ
ECCコンピュータ専門学校
WiZ 専門学校 国際情報工科大学校
大阪エンタテインメントデザイン専門学校
大阪総合デザイン専門学校
大阪電気通信大学 デジタルゲーム学科
太田情報商科専門学校
神奈川工科大学
郷学舎 アルスコンピュータ専門学校
神戸電子専門学校
尚美学園大学
専門学校 九州デザイナー学院
専門学校 東京デザイナー学院
専門学校 東京ネットウエイブ
専門学校 ビーマックス
総合学園ヒューマンアカデミー
宝塚大学 東京メディア・コンテンツ学部
東京コミュニケーションアート専門学校（滋慶学園COMグループ）
東京実業高等学校
東京情報大学 学友会
東京デザインテクノロジーセンター専門学校（滋慶学園COMグループ）
東北電子専門学校
トライデントコンピュータ専門学校
名古屋工学院専門学校
新潟高度情報専門学校
新潟総合学院 新潟コンピュータ専門学校
日本工学院／東京工科大学
日本電子専門学校
沼津情報・ビジネス専門学校
バンタンゲームアカデミー
東日本デザイン＆コンピュータ専門学校
北海道情報大学

オランダ

スイス
スウェーデン
米国

台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾
台湾

米国

米国

スマートフォンゲームコーナー／ソーシャルゲームコーナー
インターネットイニシアティブ
ウィアー・エンジニアリング
ウェーブモーション
クエリーアイ
クリプトン・フューチャー・メディア
芸者東京エンターテインメント
ゲームセイバー
サーチフィールド
ザイザックス
SECRET CHARACTER
JSC GAMES Co.,Ltd.
6waves
スペックコンピュータ
SMACON
Nordau Creative
ハッピーミール
HAYABUSA
Macau Cultural Industry Association Board Games
Rayark Inc.
ゲームデバイスコーナー
AVerMedia Technologies, Inc.
アンサー
拡張兵法 交陣們
ゾックス
TURTLE BEACH
マッドキャッツ
ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー
ルームワークス
クラウドゲーミングコーナー
NTTぷらら
Ubitus
乙女ゲームコーナー
アルカナ・ファミリア
エイタロウソフト
エレメンツリー
ザイザックス
サン電子
ボルテージ
コスプレコーナー
SMKT
エヌ・アイ・アイ
コスパ
ビジネスソリューションコーナー
アーキテクト
アークサン・テクノロジー
アピリッツ
エンザイム
Keywords International Co., Ltd.
GASH PLUS
クリーク・アンド・リバー社
サン・フレア
CRI・ミドルウェア
SponsorPay
ZPLAY
ダグミュージック
ネクストステージ
Binari Sonori Asia
フォントワークス
富士ゼロックス
メタップス
モリサワ
ライデリ
Ringmasters
クラウド／データセンターパビリオン
エーティ－リンク
兼松エレクトロニクス
クララオンライン
TELINDUS TELECOM LUXEMBOURG
ブロケード コミュニケーションズ システムズ
モノビット
アジアニ ュースターズコーナー

（2013年6月28日現在）

タイ
韓国
香港

イスラエル

マカオ
台湾
台湾

アイルランド
台湾

ドイツ
中国

ルクセンブルク

INDONESIAN GAME STUDIOS
SINGAPORE GAME STUDIOS
日本アセアンセンター
PHILIPPINES GAME STUDIOS
PODD
VIETNAM GAME STUDIOS
GLASS EGG DIGITAL MEDIA
SOHA GAME
Vietnam Communications Corporation
MALAYSIA GAME STUDIOS
Fun & Cool Ventures
LEMON SKY ANIMATION
ビジネススタートアップコーナー

インドネシア
シンガポール

上海アーツユナイテッドソフトウェア
ネッチ
ビジネスミーティングエリア

中国

フィリピン
フィリピン
ベトナム
ベトナム
ベトナム
ベトナム
マレーシア
マレーシア
マレーシア

アークサン・テクノロジー
App Annie
中国
アピリッツ
SNKプレイモア
CABALS THE CARD GAME
フィンランド
ガンホー・オンライン・エンターテイメント/グラヴィティ/ネオサイオン
QLOC S.A.
ポーランド
gloops
Games from Spain
スペイン
ＫＯＮＡＭＩ
Zucks
上海アーツユナイテッドソフトウェア
中国
dts Japan
VIRTUOS
中国
BIGBAND
韓国
Playdek
米国
レベルファイブ
LEMON SKY ANIMATION
マレーシア
（50音順） ※一部、ビジネスデイのみの展示となります。

