
東京ゲームショウ2015
ビジネスデイ 9月17日（木） ・18日（金） 10：00～17：00 ［※ビジネスデイはプレス関係者およびビジネス関係者のみのご入場となります。］
一般公開日  9月19日（土） ・20日（日） 10：00～17：00 ［※状況により9：30に開場する場合があります。］
幕張メッセ　１ー９ホール, イベントホール, 国際会議場
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（予定）

22万人
1600小間
一般 [ 中学生以上 ] 1,200円 税込 （前売券：1,000円 税込） ／ 子供 [ 小学生以下 ]  無料
http://tgs.cesa.or.jp/ 

名　　称  ： 
会　　期  ： 
　　　　　  
会　　場  ： 
主　　催  ： 
共　　催  ： 
後　　援  ： 

来場予定者数  ： 
募 集 小間数  ： 
入 　場  　料  ：
ウェブサイト  ：

ビジネスデイ 一般公開日

2015.9 17   18  19   20(Thu) 　  (Fri)　   (Sat)  　   (Sun)

2015
東京ゲームショウ2015  出展のご案内
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東京ゲームショウ2015
コーナーの配置（予定）

ホール
9

ビジネス機能の強化

東京ゲームショウは、アジアNo.1のトレード
ショウとして、ビジネス機能をさらに強化しま
す。商談するためのアポイントメントシステ
ム（無料）を8月から稼働させることで、事前
にミーティングスケジュールを設定できま
す。また、商談会場をより拡充する計画です。

グローバルなPR機能の強化

東京ゲームショウは、国際的なプロモーショ
ンの場として利用できるように、PR関連機能
を強化します。アジア圏７カ国・地域以上から
選び抜かれたメディアパートナーを通じた
情報発信力に加えて、公式動画チャンネル
（日英）を用意します。

東南アジア圏を中心に、
世界中の出展社を集めます

東京ゲームショウは、東南アジア圏を中心
に、世界中のゲーム関連企業の出展を誘致し
ます。海外からの出展社をさらに増やすこと
で、グローバルなビジネスチャンスの創出に
弾みをつけます。

グローバルなゲームマーケットで、中核的なイベントに
東京ゲームショウは、世界中からゲーム業界関係者が多数参加するグローバルなトレードショウです。前回、31カ国・地域から202社の海外企
業による出展があったほか、33カ国・地域からのべ1293人の海外メディアが来場するなど、世界最大級のゲームイベントとして注目を集めて
います。さらに、ビジネスデイ（2日間）の海外来場者数も前回から12.8%増え、1555人となり、海外商談の場としての役割も増しています。

東京ゲームショウ2015は、ホール1-9まで使用します （予定）

東京ゲームショウにおける出展社向けサービス

増加する来場者を余裕を持って受け入れるため、2014年と
同規模となる、幕張メッセ・ホール１-９、国際会議場、イベント
ホールを使用する予定です。各ホールに配置するコーナーは、
右図のような構成を予定しています。コスプレコーナー、飲食
コーナー、サイバーゲームスアジアコーナーはホール９で開催
する計画です。

※使用するホール数やレイアウトなどは、7月に開催する出展社説明会で決定します。

①ビジネスミーティングエリア
国際会議場に設置予定のビジネスミーティン
グエリアには、出展社が無料で使用できるミー
ティングテーブルを用意しています。オンライ
ン上で事前予約できるほか、会場受付でも予
約できます。

②アポイントメントシステム
アジア・ビジネス・ゲートウェイという名称の
アポイントメントシステムを８月から稼働します。
ビジネスデイ来場者（国内・海外）、他出展社
の担当者などとミーティングのアポイントを
事前に設定できます。

③ニュース配信
TGS公式Webサイトに表示する「新着ニュー
ス」欄に、自社のニュースリリースを配信、表示
することができます。また、過去に来場したメデ
ィアに対しても、ニュースリリースを無料で配
信できます※。　※諸条件があります。

④バーコードシステム
ビジネスデイ来場者の入場バッジに印刷され
たバーコードを読み取ることで、データ化され
た名刺情報を受け取ることができます。

⑤TGSフォーラム・スポンサーシップセッション
ビジネスデイ2日目、国内外のビジネス来場者
を対象に、セミナー会場にて自社プレゼンテー
ションを実施できます。公式ガイドブックや
公式Webサイト、メール配信などでPRするため、
顧客の新規開拓などに有効です。

⑥各種広告メニュー
TGS会場内外でご利用いただける広告メニュ
ーを用意しています。また、公式ガイドブック、
公式Webサイト、公式動画チャンネルなど、さま
ざまな媒体の広告もご利用いただけます※。
※諸条件があります。

無料

無料

無料

有料

有料

有料

イベントホール国際会議場

ホール
1～8

• 飲食
• e-Sports競技会
• サイバーゲームスアジア

• コスプレ
• 大抽選会

• ビジネス
   ミーティング
   エリア

• 一般展示
• ビジネスソリューション
• スマートフォンゲーム／ソーシャルゲーム
• ロマンスゲーム

• ゲームデバイス
• 海外パビリオン
• アジアニュースターズ
• インディーゲーム

• ゲームスクール
• 物販
• ファミリー
・イベントステージ

• ライブイベント



20万人

25万人

■出展社一覧（50音順）

■来場者数の推移

■ 出展社数：421社 (前年 352社）
■ 出展小間数：1,715小間  (前年 1,539小間）
■ 出展タイトル数：1,363タイトル (前年 962タイトル）
■ 来場者数：

数字で見る！ 東京ゲームショウ2014

■一般展示
アークシステムワークス
アソビモ
アニメ応援プロジェクト
アミューズメントメディア総合学院
EXCAMEDIA
WARGAMING JAPAN
エイリアンウェア
エレクトロニック・アーツ
エンターブレイン
Oculus VR
OXiAB Game Studio
オランダ・ゲーム・フロント オランダ王国大使館
　amsterdam inbusiness
　BoosterMedia Tokyo
　WestHolland Foreign Investment Agency
鹿児島市
カプコン
グリー
ゲームの電撃
コーエーテクモゲームス
コナミデジタルエンタテインメント
Kobojo
サムスン電子ジャパン
Gクラスタ・グローバル
ジニアス・ソノリティ
Julian Impelluso (Gamester)
SWISS GAMES
　Alp ICT
　apelab
　Blindflug Studios
　Everdreamsoft
　IF Games
　Urban Games
スウェーデンパビリオン
　ウプサラ大学ゲームデザイン学科
　Ozma
　スウェーデン大使館
　スウェーデン・日本コンバージョンメディア交流会
　Tobii
スクウェア・エニックス
スマイルブーム
住友商事
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
　Fun Yours Technology
　Gex Studio
　Horng Yeuan Digital
　International Games System
　Interserv International
　Kili Digital
　Leadhope International
　MacroWell OMG Digital Entertainment
　PlayCoo
　Soft-World International
　Winking Entertainment
　XPEC Entertainment
　台湾貿易センター
ディー・エヌ・エー
DMMゲームズ
ディースリー・パブリッシャー
T-REX LAB
電撃オンライン
デンゲキバズーカ !!
電撃PlayStation
東京エレクトロン デバイス
ナチュラルスタイル
ニコニコ
日本マイクロソフト
バンダイナムコゲームス
ピグミースタジオ
V3
4Gamer.net
ブシロード
ブルースタックス
ブロードメディア
フロムイエロートゥオレンジ
ポケット・クエリーズ
HONG KONG CYBERPORT
　4Play Studio
　Kowloonia
　OneSky
　Rise Impact
　SiuYiu 
　Skytree Digital
　WTM
マックスゲームズ
Yahoo! JAPAN　ゲーム事業
■物販コーナー
アークシステムワークス
インターネットラジオステーション＜音泉＞
カプコン
クリエイティブメディア
ゲームセンターCX
コスパ
コナミデジタルエンタテインメント
三英貿易
三和電子
Gクラスタ・グローバル
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
スパイク・チュンソフト
セガ
トイズ・プランニング
日経BP社
バンダイナムコゲームス
ビーズ
ピカットアニメ
5pb.
ブシロード
ブロードメディア
マッドキャッツ
■スマートフォン・アクセサリー・コレクション 2014
Akiba Factory
ウルトラエックス
グリーノーク
スパーブ
ハクバ写真産業
パステムセゾン
フロムウェスト
北斗精機
メガハウス
夢職人
■ファミリーコーナー
カプコン
クッキングママ
セガ
デンゲキバズーカ !!
ハッピーミール
バンダイナムコゲームス
ブシロード
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
アルスコンピュータ専門学校
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
SAE CREATIVE MEDIA INSTITUTE
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
大阪デザイナー専門学校
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
金城大学短期大学部
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
ソニー学園　湘北短期大学
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
名古屋工学院専門学校
新潟高度情報専門学校
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
東日本デザイン＆コンピュータ専門学校
北海道情報大学
■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
アドイノベーション
インターネットイニシアティブ
UANI　STUDIO
WECOMICS GAMES
ウィズユウー
エイタロウソフト
エプコット
オインクゲームズ
ガルボア
ガンバレル
QUBIT GAMES
クエリーアイ
KLab
クリプトン・フューチャー・メディア
グルーブボックスジャパン
芸者東京エンターテインメント
ゲームドゥ
KONGZHONG
ザイザックス
CyberZ
ジェナ
Generis
7QUARK
ダブリュジーパブリシング
ディーピー
トップクリエイターズ
トランス・コスモス
ドリコム
パオン
ハッピーミール
ハ・ン・ド
Hippie Game
P-POP
PUMO
FORTUMO MOBILE PAYMENT
Fuji&gumi Games
FULLER
プロディジ
北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会
Macau Cultural Industry Association Board Games
メディア・マジック
RAD BOARDING
■ゲームデバイスコーナー
AVerMedia Technologies
ARTISAN/Doname
アンサー
WEBROOT
EIZO/MSI/SteelSeries
Cyberith Virtualizer
DXRACER(ルームワークス）
Vプリカ
マッドキャッツ
Logicool G
■ロマンスゲームコーナー
アール・インフィニティ
アンビション
サン電子
ボルテージ
■ビジネスソリューションコーナー
アークサン・テクノロジー
アイ・オー・データ機器
IDCフロンティア
App Annie
アドウェイズ
アピリッツ
IMAGICAイメージワークス
INFOBIP
エスカドラ
NTTレゾナント
エムツー
エンザイム
オーディオ・キネティック
韓国パビリオン
　韓国コンテンツ振興院
　Creative Bomb
　Fungrep
　GameUS
　G-STAR
　HooAh Dev
　J2JLab
　JSC Games
　MasangSoft
　Moduum
　Studio DOMA
　WINGStudio
KEYWORDS STUDIOS
GASH PLUS
クララオンライン
グルーヴ
グロザス
サン・フレア
CRI・ミドルウェア
GMOスピード翻訳
SHINE RESEARCH
シリコンスタジオ
DICO
ナッシュスタジオ
ニフティ
ネットエージェント
5Rocks
Facio Culture
Vpon
フォーラムエイト
フォントワークス
PAYSAFECARD
メタップス
モノビット
楽天
■クラウド／データセンターパビリオン
日本CA
日本ビジネスシステムズ
フュージョン・コミュニケーションズ
ミライコミュニケーションネットワーク
リンク
■アジアニュースターズコーナー
INDONESIA GAME & ART STUDIOS
　インドネシア共和国観光クリテイティブエコノミー省
　Anantarupa Studios
　ARTONCODE INDONESIA
　Kidalang
　RGB Creative Digital Media Studio
　Tinker Games
　Touchten Games
KREEAPE INDONESIA
日本アセアンセンター
　Itsybytes Company
　True Vector
　Chong Seng Tai Seung
　CIDC Information Technology
　Sabay Digital
　Slekrith Film
　Tan Tonghai Aphiwath
　Altermyth
　Bamboomedia Cipta Persada

　Enspire Studio
　Inmotion & Oray Studios
　SignDesign
　Cyberia
　Cyberserv
　Lao Digi
　Lao IT Development
　Saignasith IT Consulting
　Multimedia Development Corporation (MDeC)
　Bolt Studio
　Clazroom Productions
　Gain Secure
　Kurechii
　Lemon Sky Animation
　Mediasoft Entertainment
　Spacepup Entertainment
　Tomato Animation
　Trinity Studio
　WIGU Games
　i-Campus
　Myanmar Computer Industry Association
　Myanmar's Net
　Studio ShiroShiro
　Total Gameplay Studio
　Funguy Studio Philippines
　Pointwest Technologies
　TeamApp/Holy Cow Animation
　The Studio of Secret 6
　Toon City (Morph Animation)
　Top Peg Animation & Creative Studio
　White Widget
　Daylight Studios
　Inzen Studio
　Nanoveu
　OrionArts
　Witching Hour Studios
　Bum Bliss
　Digitopolis
　Liffolab
　Monkey Wrench Games
　Think Box Solutions
　Hanel Software Solutions
　NTQ Solution 
　SohaGame (Vietnam Communications)
　Tien Phong TF
　Tinhvan Outsourcing
VIETNAM GAME STUDIOS
　GLASS EGG DIGITAL MEDIA
■ビジネスミーティングエリア
アークサン・テクノロジー
ArticNet
iBHSoft
Actoz Soft
アピリッツ
AMAZON APPSTORE
アンバランス
アンビション
イーライン
イマジカデジタルスケープ
インタースペース
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
グーグル
gloops
Games from Spain
　Crowd of Monster
　Dal Loc Mult
　GAME TROOPERS
　Giant Soul Interactive
　Lakento
　NEXT LIMIT
コーエーテクモゲームス
Kobojo
Zucks
上海アーツドライブソフトウェア
Shanghai Arts United Software
Subete games
セプテーニ アメリカ
東京証券取引所
NetEase
VIRTUOS
バンピングワークショップ
Hippie Game
BIGPOINT
BEIJING AUTOTHINK
BEIJING CHUKONG TECHNOLOGIES
MEDIASOFT ENTERTAINMENT
モブキャスト
レベルファイブ
LEMON SKY ANIMATION
■インディーゲームコーナー
Alex Rose
Amazu Media
Archive Entertainment
Bertram Fiddle
コーラス・ワールドワイド リミテッド
Critical Bit
Digital Furnace Games
Digital Happiness
DMONGS
Eastasiasoft Limited
eHooray Co.,Ltd.
飛翔システム
ゲーム菩薩グループ
Gangs of Space
ジェムドロップ
GlobZ
Good Game Inc./Taiwan Good Game Co., Ltd.
HandMade Game
Hit the Sticks, LLC
ヒューガ
IGDA日本
Insecters Team
光星
KUNO Interactive
Landkarte
リンクキット
Mechabit
ミラクルポジティブ
Mirai-Labo
Muhammad A.Moniem “mamoniem”
むすめふさほせ
NANYANG POLYTECHNIC
NIGORO
Nyamyam
Onion Games
Other Ocean Interactive
PD Design Studio
Pocket Trap
REKCAHDAM
RIKI
Sakura River Interactive
Sheena 3D
神奈川電子技術研究所
Singapore University of Technology and Design
Steampunker
Swing Swing Submarine
Tales of Game’s
Team Signal
The Quantum Astrophysicists Guild
Tower Attack Troops
トイディア
TPM.CO SOFT WORKS
Turtle Cream
Two Tribes
Uwan Co., Ltd.
Wales Interactive
Willy Chyr
Witch Beam
闇討ちProject
YO1 KOMORI GAMES
YOX-Project
YuShi Games（Shanghai）
マジックサーキッツ
Project ICKX／プロジェクトイクス
クイズキャットゲームズ
白絵具
Team PSC
ZENITH BLUE

■来場プレスカテゴリー ■海外プレス内訳

出展の際にご留意いただきたいポイント
●ブース内ステージ前の動線確保について
ブース内にステージを設けたり、100インチ以上の大型スクリーンを設置する場
合は、来場者動線を確保できる誘導スタッフ、ロープ、看板、トランジスタメガホン
などの一定数の装備を必ずご準備いただきます。

●40小間以上の小間形状について
40小間以上の出展社の場合、縦が最大７小間となります。また、40～49小間まで
の場合、選択できる形状が限定されます。詳細は事務局へお問い合わせください。

●独立小間について
他社ブースと隣接しない独立小間（島小間）になるためには、40小間（縦5×横8）
以上の出展が必要です。

●出展のレイアウトについて
東京ゲームショウ2015では、昨年に引き続き、1ホール～6ホールにおける大規模
出展社（40小間以上）は会場南北の壁側エリアに、中小規模出展社（40小間未満）
は中央エリアにスペースを用意します。また、各出展コーナーや主催者企画など
のレイアウトについては、7月1日（水）に開催する出展社説明会・小間位置選定会
にて発表します。

合   計　  … 　251,832人
 (前年 ー18,365人）

ビジネスディ 一般公開日

9月18日（木）

27,786人
(前年 ー1,385人）

9月20日（土）

92,308人
(前年 ー10,091人）

9月19日（金）

28,647人
(前年 ＋5,464人）

9月21日（日）

103,091人
(前年 ー12,353人）
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’14’06 ’07 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13’08

1769
97
34
88
403
107
73
936
1293
4800

652
61
19
39
93
54
37
306
630
1891

プレスカテゴリー 媒体数 取材者数

Web
新聞
通信
テレビ（衛星など）
テレビ（地上波）
編プロ／フリー
ラジオ
雑誌
海外プレス
合計

242
158
99
90
87
69
66
65
48
47

56
65
75
39
51
20
48
22
31
29

中国
米国
日本（在日海外）
フランス
台湾
シンガポール
香港
韓国
スペイン
英国

海外媒体内訳 媒体数 取材者数

（上位10カ国・地域）

P-3



※会員料金の｢会員｣とは、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）会員を指します。募集コーナー／出展料金（税別）

備考
出展日程 ブースタイプ

物販目的 展示コーナー名 出展対象

一般展示

物販コーナー

ゲームスクールコーナー

サイバーゲームスアジアコーナー

スマートフォンゲームコーナー／

ゲームデバイスコーナー

ロマンスゲームコーナー

ファミリーコーナー

コスプレコーナー

インディーゲームコーナー

○

○

○

×

○

○

○

×

×

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

×

○

×

○

×

×

×

○

○

○
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○
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○
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○

○
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４日間出展 ビジネスデイ
のみ出展

一般公開日
のみ出展 普通小間 ターンキー

ブース

×

○

×

○

△
△
×

○

○

×

×

×

×

×

販売価格上限3万円（税込）

ゲームプラットフォームに限り、
予約販売が可能

ゲームプラットフォームに限り、
予約販売が可能

ブース形態、サイズは別紙参照

出展形態はパッケージブースのみ

物販は普通小間のみ可
販売価格上限3万円（税込）

物販は普通小間のみ可
販売価格上限1万円（税込）

物販は普通小間のみ可
販売価格上限3万円（税込）

ビジネスソリューションコーナー

クラウド／データセンターパビリオン

アジアニュースターズコーナー

ビジネスミーティングエリア

ゲームハードウエア、ソフトウエア、サービス全般

ゲーム関連グッズ、ゲームソフト

高校、専門学校、大学、大学院、通信教育

PCゲーム、PCオンラインゲーム、

スマートフォン・タブレット向けゲームソフト、

家庭用ゲーム機やPCなどの周辺機器、関連グッズ

女性向けゲームソフト、関連サービス

キッズ／ファミリー向けゲームソフト、玩具、関連製品

コスプレ衣装、周辺グッズなど

インディーゲーム

ゲームPC, PC周辺機器, PCパーツ

ソーシャルゲーム

＊出展対象の詳細は右ページのコーナー情報をご覧ください。

開発ツール／ミドルウェア、ローカライズ支援、マーケティング支援、

スマートフォンゲームなどのネットワークゲーム向けクラウド／

ゲーム開発、各種ツール、受託サービスなどを

商談を希望するすべての企業

※

※ターンキーブースの仕様は別紙参照。●新聞・書籍の販売は、ファミリー（スペシャルブース）、ビジネスミーティングエリア、インディーゲーム以外の出展コーナーで可能です。

決済サービス、受託開発、人材サービスなど

データセンターサービス

請け負うアジア圏の企業

主に
一般来場者、
ビジネスデイ
来場者向け

主に
ビジネスデイ
来場者向け

ソーシャルゲームコーナー

東京ゲームショウの出展コーナーは大きく3種類に分かれます。ビジネスデイ（9月17日[木]、18日[金]）の2日間出展する
コーナーと、一般公開日（9月19日[土]、20日[日]）の2日間のみ出展するコーナー、また全日程の4日間出展するコーナー
があります。出展コーナーによって、選べるブース形態が違いますので、十分ご注意ください。

出展ブースには大きく2種類の形状があります。普通小間（3m×3m）で出展する場合、出展料はスペース

代金のみです。その上に自前でブースを造作するか、事務局が用意するパッケージブース（別途料金）をご

利用いただきます。ターンキーブースで出展する場合は、事務局が用意する基礎装飾済みのブース（出展

料含む）をご利用いただきます。それぞれ、ブースの大きさや形状に制限がございますので、出展規約をよ

くお読みください。
普通小間パッケージブース
（1小間：3ｍ×3ｍ）

ターンキーブース
（1小間：2ｍ×2ｍ）●出展小間数が40小間（普通小間）未満の出展形状について

※印の40小間以上の場合は、事務局へご相談ください。

１小間

２小間

３小間

４小間

５小間

６小間

７小間

８小間

１小間 ２小間 ３小間 ４小間 ５小間

横（幅）

縦（
奥
行
き
）

６小間 ７小間 ８小間

○

○

○

×
×
×
×
×

○

○

○

○

○

×
×
×

○

○

○

○

○

○

○

○

×
○

○

○

○

○

○

○

×
○

○

○

○

○

○

×

×
×
○

○

○

○

※

×

×
×
○

○

○

※

※

×

×
×
×
○

※

※

※

×

【４小間】

●普通小間形状の例
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【12小間】

【16小間】
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PCオンラインゲーム、ブラウザゲーム、ゲームPC、PC周辺機器、PCパーツ、
そのほかPCゲーム関連製品・サービスなど
※普通小間に限り、PCゲーム関連商品を販売することができます。販売上限単価3万円（税込）

出展対象

スマートフォン、タブレットなどスマートデバイス向けゲーム、ソーシャルゲーム、モバ
イル端末、関連商品（アクセサリー、周辺機器など）、モバイルアプリの開発・流通支援
ソリューション／サービスなど

出展対象

※スペースのみの料金となります。基礎小間、電気工事費等は含まれません。

ターンキーブース
（間口2m×奥行き2m）

会員料金 1小間 12万円
一般料金 1小間 17万円

普通小間
（間口3m×奥行き3m）

会員料金 1小間 28万円
一般料金 1小間 35万円

※1社につき最大3小間までのお申し込みとさせていただきます。
※ターンキーブースは、出展料金に基礎装飾が含まれます。
　基礎装飾の内容については「パッケージブースのご案内」（別紙）を参照ください。

サイバーゲームスアジアコーナー

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
iOS、Androidなどのスマートフォンや各種タブレットなどのスマートデバイス
向けゲームと、携帯端末やPCブラウザなどで楽しめるソーシャルゲームに
フォーカスした展示コーナーです。 

パソコンゲームを中心としたeスポーツ世界大会「Cyber Games Asia」会場
周辺に設置するPCゲームタイトルやPC本体、パーツなどを展示するコーナー
です。eスポーツ大会の熱狂を体感できるエリアです。

※1社につき最大3小間までのお申し込みとさせていただきます。
※ターンキーブースは、出展料金に基礎装飾が含まれます。
　基礎装飾の内容については「パッケージブースのご案内」（別紙）を参照ください。

※１社につき最大3小間までのお申し込みとさせていただきます。
※ターンキーブースは、出展料金に基礎装飾が含まれます。
　基礎装飾の内容については「パッケージブースのご案内」（別紙）を参照ください。

※1社につき最大3小間までのお申し込みとさせていただきます。
※ターンキーブースは、出展料金に基礎装飾が含まれます。
　基礎装飾の内容については「パッケージブースのご案内」（別紙）を参照ください。

ゲームデバイスコーナー

出展対象

コントローラ、キーボード、マウス、ヘッドフォンなど、家庭用ゲーム機や携帯型
ゲーム機、PCゲームと連動したゲームデバイスを一堂に集めたコーナーです。

ゲームソフトを中心としたデジタル・エンターテインメント関連製品や
サービスを紹介するコーナーです。

※1社につき最大3小間までのお申し込みとさせていただきます。
※ターンキーブースは、出展料金に基礎装飾が含まれます。
　基礎装飾の内容については「パッケージブースのご案内」（別紙）を参照ください。

ゲームスクールコーナー

専門学校、大学、大学院、通信教育など出展対象

未来のクリエーターのために、ゲームスクールを紹介するコーナーです。

※コーナー内を4日間出展エリアと、2日間出展エリアに区分します。

※販売商品は、単価3万円（税込）を上限とさせていただきます。
※ゲームソフトの展示PR、ブース内イベント等はできません。
※物販コーナーは相当の混雑が予想されます。
　予め小間内に来場者の待機スペースをご考慮のうえ、お申し込みください。

※スペースのみの料金となります。基礎小間、電気工事費等は含まれません。
※物販コーナーにターンキーブースの設定はありません。

※［4日間出展］ ［2日間出展］とも同一料金になります。

物販コーナー

音楽CD、映像パッケージ、関連パーツなどのゲーム関連グッズ、
および書籍・雑誌・新聞などの販売
※他コーナー出展のパブリッシャーに限り、ゲームソフトの販売可能。

出展対象

ゲーム関連グッズの販売を目的とした専用コーナーです。

※スペースのみの料金となります。基礎小間、電気工事費等は含まれません。

ターンキーブース
（間口2m×奥行き2.5m）

普通小間
（間口3m×奥行き3m）

会員料金 1小間 12万円
一般料金 1小間 17万円

会員料金 1小間 28万円
一般料金 1小間 35万円

普通小間
（間口3m×奥行き3m）

会員料金 1小間 32万円
一般料金 1小間 40万円

※スペースのみの料金となります。基礎小間、電気工事費等は含まれません。

ターンキーブース
（間口2m×奥行き2.5m）

普通小間
（間口3m×奥行き3m）

会員料金 1小間 12万円
一般料金 1小間 17万円

会員料金 1小間 28万円
一般料金 1小間 35万円

※スペースのみの料金となります。基礎小間、電気工事費等は含まれません。

ターンキーブース
（間口2m×奥行き2m）

普通小間
（間口3m×奥行き3m）

会員料金 1小間 12万円
一般料金 1小間 17万円

会員料金 1小間 28万円
一般料金 1小間 35万円

普通小間
（間口3m×奥行き3m）

会員料金 1小間 28万円
一般料金 1小間 35万円

ターンキーブース
（間口2m×奥行き2m）

会員料金 1小間 12万円
一般料金 1小間 17万円

※スペースのみの料金となります。基礎小間、電気工事費等は含まれません。

一 般 展 示 9ホール予定

出展対象 ゲームソフト、ゲームプラットフォーム、その他ゲーム関連製品・サービスなど

据置型ゲーム機向け/携帯型ゲーム機向け/PCゲーム向けのデバイス（ジョイスティック、
ヘッドフォン、キーボードなど）、サウンドシステム/専用コントローラを搭載したゲーム用
デバイス、スマートフォン向けゲームデバイス、アクセサリーなど

一般 ビジネス
一般

ビジネス
一般

ビジネス
一般

ビジネス
一般

一般

ビジネス
一般



▼ 1小間 18万円

▼ 1小間 23万円

他コーナー（普通小間）に
出展している場合は、

※1社につき最大4小間までのお申し込みとさせていただきます。
※ファミリーコーナースペシャルブースは、出展料に基礎装飾が含まれます。
　基礎装飾の内容については「パッケージブースのご案内」（別紙）を参照ください。

ファミリーコーナー

※１社につき最大3小間までのお申し込みとさせていただきます。
※ターンキーブースは、出展料金に基礎装飾が含まれます。
　基礎装飾の内容については「パッケージブースのご案内」（別紙）を参照ください。

出展対象

出展対象

コスプレエリア内に設置するコスプレ関連商品の展示コーナーです。
コスプレイヤーやコスプレファン向けに、コスプレ商品の展示、販売が可能です。
小間出展以外に、写真撮影用バックパネルを掲出できるメニューもあります。

※1社につき最大3小間までのお申し込みとさせていただきます。
※ターンキーブースは、出展料金に基礎装飾が含まれます。
　基礎装飾の内容については「パッケージブースのご案内」（別紙）を参照ください。

女性向けのゲームソフト、関連商品など出展対象

女性ユーザーをターゲットにした恋愛シミュレーションゲームなどを
展示する専門コーナーです。

ロマンスゲームコーナー

コスプレコーナー

普通小間
（間口3m×奥行き3m）

会員料金 1小間 28万円
一般料金 1小間 35万円

ターンキーブース
（間口2m×奥行き2m）

会員料金 1小間 12万円
一般料金 1小間 17万円

※スペースのみの料金となります。基礎小間、電気工事費等は含まれません。

会員料金 1小間 12万円
一般料金 1小間 17万円

※スペースのみの料金となります。基礎小間、電気工事費等は含まれません。

普通小間
（間口3m×奥行き3m）

会員料金 1小間 28万円
一般料金 1小間 35万円

ターンキーブース
（間口2m×奥行き2m）

会員料金 1小間 12万円
一般料金 1小間 17万円

各コーナーの出展申込締切は

2015年5月29日（金）です。

コスプレ撮影用
バックパネル
（横2ｍ×高さ2.4m）
10万円（出力費込み）
※詳しくは「広告募集のご案内」
  （別紙）を参照ください。

キッズ向けのゲームソフトやゲーム関連製品を紹介するコーナーです。

※普通小間に限り、ゲームソフトや関連商品を販売することができます。販売商品
は、単価１万円（税込）を上限とします。詳細については「ファミリーコーナー出展
のご案内」を参照ください。

※スペシャルブースには、出展料金に基礎装飾が含まれます。
　基礎装飾の内容については公式Webサイトにてご確認ください。

インディーゲームコーナー

完全オリジナルのゲームソフト
（二次創作コンテンツは許諾の有無にかかわらず出展できません）出展対象

独立系（インディー）開発者を出展対象とする、あらゆるプラットフォ
ーム向けの完全オリジナルゲームの展示コーナーです。

※タイプBは選考がなく先着順で出展いただけるブースです。
※タイプBの申し込みは法人に限らせていただきます。

※タイプAは所定の申込後、選考により採択された場合に出展いただけるブースです。
※タイプAの申し込みは「出展できる団体資格」「出展できる作品」の条件を満たしている個人、
法人に限らせていただきます。
「出展できる団体資格」「出展できる作品」の詳細は公式Webサイトにてご確認ください。
※出展申込方法が通常出展とは異なりますので、詳細については公式Webサイトにてご確認
ください。

東京ゲームショウにおいて、新しいゲームの可能性を探り、商業的な成長と成功を求めて
いる小チームやベンチャーなどインディペンデント（独立系）ゲーム
開発者を支援することを目的に、安価な出展プランをご用意しました。

これまで東京ゲームショウに出展した

ことがないＣＥＳＡ会員限定の特典

です。初出展の場合に限り、出展小間

料金の10％を割り引きます。

ＣＥＳＡ会員向け
初回割引特典

10％割引

9ホール予定

1小間 9万2500円
1小間 3万円

ビジネスデイ ＋ 一般公開日

一般公開日

※1社につき最大1小間までのお申し込みとさせていただきます。
※スペシャルブースには、出展料金に基礎装飾が含まれます。
　基礎装飾の内容については「パッケージブースのご案内」（別紙）を参照ください。

タイプＢ（間口2m×奥行き1m）
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

タイプＡ（間口1m×奥行き1m）
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

※スペースのみの料金となります。基礎小間、電気工事費等は含まれません。

普通小間
（間口3m×奥行き3m）

会員料金 1小間 20万円
一般料金 1小間 25万円

ファミリーコーナー
スペシャルブース
（間口2m×奥行き2.5m）

会員料金 1小間 12万円
一般料金 1小間 17万円

コスプレ用衣装や小道具などの関連商品
※普通小間に限り、コスプレ関連商品を販売することができます。販売上限単価3万円（税込）

キッズ向けゲームソフト、ファミリー向けゲームソフト、
玩具、カードなどのゲーム関連製品など

※社名変更した場合や合併してできた新会社などの場合は除きます。

ビジネスデイ ＋ 一般公開日 4日間出展

4日間出展

2日間出展

一般 ビジネス
一般

ビジネス
一般

一般

一般



出展対象 開発ツール/ミドルウェア、ローカライズ支援サービス、モバイルアプリマーケティング支援サービス、決済サービス、セキュリティ対策ソリューション、
受託開発、人材サービスなど、ゲーム業界向けのビジネスソリューション

出展パターンを、会期中2日間または４日間出展する普通小間と、ビジネスデイの２日間のみ出展
するターンキーブースの２タイプから選択できます。また、オプションとして、TGSフォーラム 
スポンサーシップセッションのご利用により、展示との相乗効果を図れます。

ゲーム関連のＢtoＢ企業を対象とする展示コーナーです。

※1社につき最大3小間までのお申し込みとさせていただきます。
※基礎装飾の内容については別資料「パッケージブースのご案内」（別紙）をご参照ください。

料    金 1小間 45万円
※会員・非会員共通

パッケージブース付き普通小間
 （間口3ｍ×奥行き3ｍ）

出展対象 日本市場に進出したいアジア圏の企業（日本企業以外）、日本企業との取引
実績がなく、これから取引をしたいアジア圏の企業

日本以外のアジア圏の企業を対象に、現地で有望なゲームベンチャー
や開発ツール会社などゲーム業界の新星となる企業を、日本のゲーム
業界の方々へ紹介するコーナーです。

出展対象 商談やプレス対応などに利用する企業

ビジネスデイに落ち着いた環境で充実した商談を実現するミーティン
グスペースです。2部屋ブースのお得なセットや、価格を抑えたテーブ
ルスペースなど選択肢は豊富です。

クラウド／
データセンター
パビリオン

※出展料金はビジネスソリューションコーナーに準じます。

会員料金 1小間 12万円
一般料金 1小間 17万円

会員料金 1小間 28万円
一般料金 1小間 35万円

（間口3m×奥行き3m） （間口2m×奥行き2m）

普通小間 ターンキーブース
展示期間：9月17日（木）～20日（日） 展示期間：9月17日（木）～18日（金）

※スペースのみの料金となります。基礎小間、電気工事費等は含まれません。
※ビジネスデイ２日間のみ出展する場合、搬出時間はビジネスデイの会期終了後
　２時間程度となります。また、搬出時に館内への車両の乗り入れはできません。
　自社装飾で出展する場合は、特にご注意ください。
※基礎パネル、電源などが含まれるパッケージブースもご用意しています。
　詳細は、「パッケージブースのご案内」（別紙）を参照ください。

※1社につき最大3小間までのお申し込みとさせていただきます。
※出展料に基礎装飾が含まれます。基礎装飾の内容については
　「パッケージブースのご案内」（別紙）を参照ください。

ビジネス目的のための出展メニュー

　 ビジネス目的の出展社向けの特典
アポイントメントシステム　　　　　（無料）
出展社とビジネスデイ来場者、もしくは出展社同士が事前にアポイントメントを設定して、
商談を実現するためのマッチングシステム「アジア・ビジネス・ゲートウェイ」を8月から
稼働します。商談相手の検索、アポイントメント、商談案件の連絡、ビジネスミーティング
エリアの予約まで、ＰＣやスマートフォンで操作できます。

出展社ミーティングスペース （無料）
出展社向けに、静かな環境で商談ができる無料のミーティングスペースを用意しています。
アポイントメントシステムで、商談を確定した後、共用のミーティングテーブル（無料）を
予約することができます。

ビジネスコーディネーター（無料）
ビジネスミーティングエリア出展社専用にビジネスコーディネーターを配置します。アポイン
トメントシステム上では、ほかの出展社や来場者などとのアポイント支援を実施するほか、
ビジネスミーティングエリア内（ビジネスデイ）では、商談に関する相談などを受け付け
ます。海外企業との商談を実現するために、ご活用ください。

TGSフォーラム・スポンサーシップセッションのご案内

東京ゲームショウ2015では、業界関係者を対象に、ゲーム
産業の最新動向やビジネス動向にフォーカスしたカンファ
レンス「TGSフォーラム2015」を実施します。
このカンファレンス内で、BtoBを目的とした出展社が協賛
できる、2種類の出展社セミナー枠を用意しました。TGS
フォーラムの公式プログラムとして、自社製品・サービスに
ついてプレゼンテーションできます。

◆ TGSフォーラム スポンサーシップセッション“レギュラー”　60分枠
　講演日：9月18日（金）予定
　料　金：1枠60分／ 90万円（税別）
　定　員：140人（予定）
※受講者リスト提供、ビジネスデイ招待券（100枚）、ガイドブック広告1P提供などの付帯サービス有り

◆ TGSフォーラム スポンサーシップセッション“ライト”　30分枠
　講演日：9月18日（金）予定
　料　金：1枠30分／ 30万円（税別）
　定　員：50人（予定）
※受講者リスト提供などの付帯サービスについては別紙のご案内を参照してください。

料    金 1小間 9万円
※会員・非会員共通■ ベーシック・テーブル・スペース

※4小間以上の場合は、事務局にご相談ください。
※基礎装飾の内容は「パッケージブースのご案内」（別紙）を参照ください。

日・英対応

◆ 会議室2小間セット
（間口6ｍ×奥行き3.5ｍ）
会員料金 1小間 60万円
一般料金 1小間 80万円

会員料金 1小間 45万円
一般料金 1小間 65万円

他の展示コーナーにも出展している場合

◆ 会議室1小間
（間口3ｍ×奥行き3.5ｍ）
会員料金 1小間 35万円
一般料金 1小間 45万円

会員料金 1小間 25万円
一般料金 1小間 35万円

他の展示コーナーにも出展している場合

※4小間以上お申し込みの場合は、事務局にご相談ください。
※基礎装飾の内容等の詳細は「パッケージブースのご案内」（別紙）を参照ください。

■ 会議室ブース （クローズドな会議室スペースを1社専用で使用できます）

ビジネスソリューションコーナー

アジアニュースターズコーナー ビジネスミーティングエリア

スマートフォンゲームやネットワークゲームの
インフラやゲーム開発環境を支援するクラ
ウド／データセンターのサービスを対象とした

パビリオンをビ
ジネスソリュー
ションコーナー
内に設置します。

ビジネス ビジネス

ビジネス ビジネス

ビジネス
一般

ビジネス ビジネス
一般

ビジネス ビジネス
一般



小間形状（縦○小間×横○小間）のご希望を出展申込書にご記入ください。
  重 要
※小間の形状は整数でご記入ください。未記入の場合は事務局で判断させていただきます。
※40小間～49小間までの場合は、縦5×横8（40）、縦6×横7（42）、縦7×横6（42）、縦6×横8（48）、
　縦7×横7（49）のいずれかでお申し込みください。また49小間以上は、縦7小間の倍数でお申し込みください。
※会場レイアウトの都合上、配置が困難な場合は小間形状を変更していただく場合がございます。

出展規定

お申し込みにあたって

出展申込小間解約について

※展示会出展契約規約の詳細については、出展申込書裏面を参照してください。  ※出展小間の各種規定、搬入・搬出、およびプラットフォームレンタルなどの各種有料サービスについては、出展社説明会時に配布する出展要項を参照してください。

○選定方法

※「選択可能エリア」の設定は、40小間以上の出展小間が各ホールでできるだけ均等となるよう配慮します。

※40小間以上は、島小間（隣接する小間がない形状）とします。
※小間位置選定会時に小間数および小間形状の変更はできません。
※小間位置選定会時に収容しきれない場合、事務局と協議の上、小間数を調整するか、小間形状を申し込み小間数の同面積に換算して縦横の比率を変える場合があります。
※小間位置選定後の位置変更はできません。ただし、他出展社のキャンセルまたは小間数追加等の理由がある場合は、事務局と協議の上、小間位置を変更する場合があります。
※申し込み状況により、事前に選定方法を変更する場合があります。その場合は、小間位置選定会以前に事務局より連絡します。

2015年5月30日（土）～6月22日（月）出展料の50％

2015年6月23日（火）以降 出展料の100％

解約料

出展申込後に申込小間のすべてまたは一部を解約する場合
は、必ず文書にて連絡してください。その際、解約した期日
により以下の解約料が発生します。解約料のお振り込みは、
解約の受理後、請求書を発行しますので、30日以内にお願
いします。

40小間以上の出展社 事務局で予め用意した大まかな 選択可能エリア の中から、出展小間数が多い順にご希望の小間位置を選定します。

小間数に応じて事務局で予め用意した 選択対象小間 の中から、出展小間数が多い順にご希望の小間位置を選定します。

※

40小間未満の出展社

小間数が同数の出展社が複数あった場合の選定順位は以下の様になります。

※ 出展申込締切日までに申込書が事務局に到着した出展社を意味します。

展示小間位置は出展コーナー別に実施する小間位置選定会にて決定します。
小間位置選定会は、隣接小間がない出展社（40小間以上）と、
隣接小間がある出展社（40小間未満）の2回に分けて実施します。

小間形状について 展示小間位置の決定について

40小間未満（ 隣接小間がある形状 ）の出展社 2015年7月1日（水）

40小間以上（ 隣接小間がない形状 ）の出展社 2015年6月23日（火）

スケジュール

2015年
5月29日（金） 6月23日（火） 7月1日（水） 7月31日（金）

・出展申込締切 ・ 出展料金
  お振り込み
  締切日

・小間位置選定会①
  40小間以上
  （隣接小間がない形状）の出展社

・出展社説明会
・小間位置選定会②
  40小間未満
  （隣接小間がある形状）の出展社

■ご出展のお申し込み・お問い合わせは

日経BP社  東京ゲームショウ事務局
〒108-8646　東京都港区白金1-17-3　TEL：03-6811-8082  FAX：03-5421-9172　E-mail ： tgs@nikkeibp.co.jp

http://tgs.cesa.or.jp/

TG15-01

出展区分の制限
●新聞、書籍を除く物品の販売は、物販コーナー、ファミリーコーナー（スペシャルブース
を除く）、コスプレコーナー（ターンキーブースを除く）、サイバーゲームスアジアコー
ナー（ターンキーブースを除く）、および主催者企画以外ではできません。
※一般展示コーナー、またはそれに準ずるコーナーに出展しているパブリッシャーに限り、物販コーナーで
ゲームソフトの販売が可能です。また、ファミリーコーナー内でも、パブリッシャーに限り、ゲームソフトの販売
を可能とします。
●同一コーナー内に複数箇所の小間出展を希望する場合は、事務局まで事前に相談
　してください。
●インディーゲームコーナーのタイプA出展は、出展の申込方法が他とは異なります。
　詳細は公式Webサイトをご覧ください。

出品物・販売物の制限
●出品物（販売物を含む）は、すべてCESAの倫理規定に準じたものに限ります。
　 ※CESA倫理規定に抵触するソフトに関連した物品（キャラクターグッズ等）の展示販売も禁止します。
　 ※CESA倫理規定については、ホームページ＜http://www.cesa.or.jp＞を参照してください。
●コンシューマ向けゲームソフトおよび関連製品・サービスのプロモーションと、関連グッズ
　の販売を原則とします。
　 ※ゲームソフトについては出展区分の制限を参照してください。

●申込出展社が取り扱う商品以外の出品および販売はできません。共同出展を希望する
　場合は、事務局まで事前に相談してください。

① 前回（東京ゲームショウ2014）出展実績があり、かつ、出展申込締切日までに申し込んだ出展社 ※
② 前回出展実績があり、かつ、出展申込締切日を過ぎて申し込んだ出展社
③ 前回出展実績がなく、かつ、出展申込締切日までに申し込んだ出展社
④ 前回出展実績がなく、かつ、出展申込締切日を過ぎて申し込んだ出展社
※上記条件が同じ出展社が複数ある場合はCESA会員を優先し、さらに同じ条件になった場合は抽選により選定順位を決定いたします。

出展社向け提出書類 受付開始

解約料：出展料の100％解約料：出展料の50％
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