
 

〈報道関係者各位〉                                            2010 年 9 月 10 日 
 

主催者企画情報 第３弾 
   

主催者事務局の整理券配布スペース情報 

「iPhone＆iPad/Android コーナー」「Gaming ＰＣ WORLD」 

「国際ビジネス相談コーナー」の各詳細が決定 
 

イベントステージ情報・物販商品・オフィシャルＰＣスポンサーもご紹介 
 

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 

 

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：和田 洋一、所在地：東京都港区西新

橋）主催、日経 BP 社（社長：平田 保雄、所在地：東京都港区白金）の共催で開催する「東京ゲームショウ

2010」[会期：2010 年 9 月 16 日（木）～19 日（日）、会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）]において、本日まで

に決定した主催者企画情報をお知らせいたします。 

 

現時点での主催者事務局整理券配布スペース（1 ホール入り口付近）での出展各社による整理券配布は、

ブース試遊でカプコンおよびソニー・コンピュータエンタテインメントの「モンスターハンターポータブル 3rd」。

イベントステージでバンダイナムコゲームス「アイドルマスター2 Presents『765 プロダクション 2010 年度決起

集会』」「新作ロボットゲームスペシャルステージ」、ブシロード「探偵オペラ ミルキィホームズ in 東京ゲー

ムショウ」、ディースリー・パブリッシャー「ドリーム C ライブ 2010」を予定しております。整理券は 1 人様 1 枚

のみの配布となります。これらの整理券配布の詳細、新着情報は TGS2010 公式サイトをご確認ください。 

 

展示企画ではモバイルコーナーに、「iPhone＆iPad」と、「Android」OS のスマートフォンに特化した専門コー

ナーを設置しました。 

また、ゲーム PC コーナーには、アジア各国での利用度合いが高いオンライン PC ゲーム向けハードやソフ

トウェアを紹介する「Gaming PC WORLD」を設置しました。 

一方、BtoB 企画では、国外でのビジネスチャンスの可能性を拡げる場として今年から新設する「国際ビジ

ネス相談コーナー」の詳細が決定しました。 

 

【iPhone&iPad / Android コーナー】 （6 ホール） 
 

モバイルコーナーでは、今注目の iPhone&iPad 向けの新作 

ゲームコンテンツを幅広く紹介するコーナーと、Android OS の 

スマートフォン向け各種コンテンツを紹介するコーナーを新設。 

スマートフォンユーザー必見のブースです。 

 
 
【Gaming ＰＣ WORLD】 （5 ホール） 

ゲーム PC コーナーに「Gaming PC WORLD」を

設置します。コーナー内には新型ハードに加え、

PC ゲームが 14 タイトルもラインアップ。「今すぐ

3D が楽しめる」「ハードウェアの拡張性が高い」

「周辺機器が充実」など、PC ならではの楽しさ

がたくさんつまったブースです。 
協賛：日本エイサー、インテル 企画：日経 WinPC 

 

 

 

「iPhone&iPad」コーナー （イメージ図）

「Gaming PC WORLD」 （イメージ図） 
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【国際ビジネス相談コーナー】 （2 ホール） 
 
国際ビジネス相談コーナーでは、海外市場に進出する日本企業の方、日本市場で活躍の場を広げたい国

内外のビジネスパーソン向けに以下のサービスを実施します（４日間開催）。 
 
・ 「キャリアマッチング相談コーナー」では、デジタルスケープの協力により、国内ゲーム市場におけるキ

ャリア相談を受け付けます。 

・ 「国際広報相談コーナー」では、ビジネスワイヤ・ジャパンの協力により、国際的な情報発信機能に関

する相談を受け付けます。 

・ 「JETRO プロジェクトコーナー」では、本年 3 月に米国 Game Developers Conference 内「Game 

Connection」の JETRO ブースに出展した企業が集まり、国際的な商談の場として活用します。 

 

 

【開催 20 回記念にふさわしい、楽しさ一杯のイベントステージ！】 （8 ホール） 
 

開催 20 回目を迎える東京ゲームショウのイベントステージでは、「日本ゲーム大賞 2010」各部門の発表授

賞式をはじめ、出展各社によるゲーム大会や豪華ゲストが登場するイベントなど、楽しさ一杯の魅力ある企

画を予定します。 

 

特に今年で 14 回目を迎える「日本ゲーム大賞」では、 

本年から新たに「ゲームデザイナーズ大賞」を新設。 

日本を代表する 11 名のプロのクリエイター自らが選 

考し、大賞作品を表彰します。  

 

また、今年はコスプレにスポットを当てたステージイベントもご用意しました。ビジネスデイには、コスプレ・カ

ンファレンス「コスプレ×ゲーム!」を開催するほか、一般公開日初日・18 日（土）の展示会終了後となる 18

時から「コスプレ・ダンスナイト」を実施します。 

その他詳細は、別添のイベントステージ スケジュール表をご参照ください。 

 

 

【家族みんなで楽しめるファミリーコーナー、ファミリーステージイベント】 
 
毎年子どもたちに素敵なショーや楽しい出展社イベントを開催しているファミリーステージイベント。今年は

「うたのおねえさん」こと松原美香さんのファミリーコンサートや「仮面ライダーＷ」のショーを開催します。ま

た、子供たちに人気のあるアニメやゲームキャラクターをテーマにした各出展社イベントも多数開催いたし

ます。 

その他詳細は、別添のファミリーステージ スケジュール表をご参照ください。 

 

 

【オフィシャルＰＣスポンサー】  
 

東京ゲームショウ 2010 では、「オフィシャル PC スポンサー」として Acer（日本エイサー）が、バックオフィス

向けの PC を提供しイベントをサポートします。 

オリンピックでも公式スポンサーとして実績のある Acer が、東京ゲームショウでは、受付まわりをはじめ、

各種企画コーナーや出展社への貸し出しを実施します。 

また、5 ホールで実施される主催者企画「Gaming PC WORLD」では、「FINAL FANTASY XIV」 推奨認定 PC

を投入し、ゲーム PC の魅了も伝えてくれます。 

 

 

 

 

 

 



3 

【物販情報】 

 

毎年ご好評をいただいている東京ゲームショウ公式グッズ。開催 20 回目を記念し、今年はさらに充実しま

す。4 日間限定で発売する公式グッズは全 15 アイテムで、今年のメインビジュアルなどをデザインしたオリ

ジナル商品です。 

 

○販売場所：１ホール内物販コーナー／中央広場 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

T シャツ（3 種類） 

各\2,500 

スポーツタオル（2 種類） 

\2,500 

プリント煎餅 

\800 

ロゴ入り多機能ペン 

\800 

カステラ饅頭（12 個入り） 

\1,000 

陶器製マグカップ（2 種類） 

各\1,600 

メッセンジャーバッグ 

\3,000 

ペン付きメモ 

\500 

マイ箸セット 

\800 
ロゴ入りトートバッグ 

\1,500 

QUO カード（500 円分）

\1,000 



■イベントステージプログラム ※イベントタイトルおよび、内容、時間、出演者等は予告なしに変更する可能性があります。

時間 タイトル 出演者 概要

16:00～17:15
日本ゲーム大賞2010
経済産業大臣賞/年間作品部門 発表授賞式

＜司会＞
伊集院光、前田美咲

年間を代表するにふさわしい作品に贈られる『年間作品部門』に、クリエイターがプロの視点で選ぶ『ゲームデザイナーズ大賞』を新
設！
桜井政博氏を委員長に、日本を代表する11名のクリエイターが選んだ、初の栄誉ある受賞は、どのタイトルになるのか！　乞うご期
待！！
そして、近年の家庭用ゲーム産業の発展に寄与された人物、団体に贈られる『経済産業大臣賞』。昨年度受賞の、"モンスターハンター
開発チーム"に続く受賞者は？　トップクリエイターが勢揃いする発表授賞式をお見逃しなく！

12:00～13:00
コスプレカンファレンス
CosPlay@TGS2010 コスプレ×ゲーム！

高橋信之（スタジオ・ハードデラックス代表取締役）
ジャッキー道斎（コスプレドットコム日本代表）
大門太郎（コスモード：Cosmode誌編集長）
東大 まるきゅうプロジェクト　他

コスプレとゲームに関する講演が行われる。スタジオ・ハードデラックス代表取締役の高橋信之氏や、コスプレドットコム日本代表の
ジャッキー道斎氏など、数多くの豪華ゲストを招いての講演は、有意義な話が聞けること間違いなし！そのほか、ゲストコスプレイヤー
のインタビューや、コスプレダンスチームによるダンスパフォーマンスもあるなど、充実のイベント内容となっている。

14:30～15:45
ゲーム機として進化するiPhone
～i Love iPhone × Games

＜司会＞
アプリヤ　新城健一

2009年から2010年は、iPhoneがゲーム機として進化を遂げた年でした。昨年ゲームショウのイベントステージで講演し、携
帯電話でありながらゲーム機としての機能でも大きな注目を集めたiPhone。本講演では、そうした過去のゲームアプリケー
ションの市場について解説しつつ、各ゲームメーカーの最新ゲームアプリケーションを発表いたします。また、マーケット拡
大の勢いやアプリの数、ダウンロード傾向などのマーケティング情報も併せて紹介。ゲーム機としてのiPhoneの魅力と、今
後の可能性を解説します。

10:30～11:30
日本ゲーム大賞2010
アマチュア部門 発表授賞式

＜司会＞
鷲崎健、藤井祥子

応募総数201作品の中から、激戦を勝ち抜き、見事に受賞した9作品。その中から、"大賞"、 "優秀賞 "、"佳作"がいよいよ発表されま
す！
企画性、斬新性、ゲームバランス、プログラム、グラフィックを選考基準に、業界編集者やクリエイターによる厳しい審査を経て選ばれた
9作品は、どれもハイクオリティ、かつ個性派揃い。未来のクリエイターたちの晴れ舞台をぜひご覧ください！

整理券
あり
*1

12:00～12:45 新作ロボットゲームスペシャルステージ

＜ゲスト＞
古谷徹
中村悠一
＜出演者＞
寺田貴信／バンプレソフト 『スーパーロボット大戦Ｌ』

広野啓 『劇場版マクロスＦ～イツワリノウタヒメ～ Hybrid Pack』

後藤能孝
鯉沼久史／コーエーテクモゲームス 『ガンダム無双３』

バンダイナムコゲームスから発売される新作を紹介。『スーパーロボット大戦Ｌ』、『劇場版マクロスＦ～イツワリノウタヒメ～Hybrid Pack』
『ガンダム無双３』の担当プロデューサーとゲストによる、スペシャルステージ！

整理券
あり
*1

13:15～14:00
アイドルマスター２ Presents
『765プロダクション 2010年度決起集会』

萩原雪歩役：浅倉杏美
秋月律子役：若林直美
四条貴音役：原由実
双海亜美・真美役：下田麻美
我那覇響役：沼倉愛美
坂上プロデューサー／他

出演声優たちによる、新曲のライブが開かれるのはもちろん、シリーズ最新作である『アイドルマスター２』の実機プレイを行います。そ
のほかにも、当日発表の衝撃の告知もありと、アイマスイベントならではの"新765プロのプロデューサー候補さん" 必見！　メガ盛り！
でお送りしますので、ご期待ください!!

整理券
あり
*1

14:30～15:30
探偵オペラ ミルキィホームズ
 in 東京ゲームショウ

シャーロック・シェリンフォード役：三森すずこ
譲崎ネロ役：徳井青空
エルキュール・バートン役：佐々木未来
コーデリア・グラウカ役：橘田いずみ
エンディング・テーマ歌手：飛蘭
他

"トイズ"と呼ばれる特殊能力を操る"探偵"と"怪盗"が争う世界を舞台に、シャロ、ネロ、エリー、コーデリアの4人の少女が所属する探
偵チーム「ミルキィホームズ」の活躍を描いた『探偵オペラ ミルキィホームズ』が、ゲームショウに登場！
出演声優によるトークショーや、ライブなど、見どころ満載！　10月アニメの新曲オープニング・エンディングともにステージ初披露しま
す！　ぜひご覧ください!!
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9月16日（木）ビジネスデイ

9月17日（金）ビジネスデイ

9月18日（土）一般公開



整理券
あり
*1

16:00～17:00 ドリームCライブ2010

魔璃役：石毛佐和
ナオ役：又吉愛
るい役：原田ひとみ
魅杏役：真堂圭
アイリ役：児玉明日美
ドリームエックスクリエイト代表 他

PSP専用ソフト『ドリームクラブ・ポータブル』と、Xbox 360専用ソフト『ドリームクラブ ZERO』のスペシャルステージ。
ホストガールを演じる声優陣とドリームエックスクリエイト代表たちによるトークと歌がてんこ盛りの、ピュア大爆発な内容でお届けしま
す。見逃すと一生後悔する極秘トークが今年も飛び出すかも……!?
ピュアな紳士たちに贈る、とびきりのイベントをお楽しみください。

整理券
あり
*2

18:00～20:00
CosPlay@TGS2010
コスプレダンスナイト

ジャッキー道斎
東大まるきゅうプロジェクト

コスプレダンスイベントで盛り上がろう！　"チルノのさんすう教室 東大まるきゅうプロジェクト"や、"ボーカロイド初音ミクMMD みんなで
ダンス"などのパフォーマンスタイムも充実!!　また、イベントの最後には、コスプレグランプリの優勝者への授賞式があります。

11:00～11:30

『日本ゲーム大賞』フューチャー部門
過去8回・受賞95作品を徹底調査
ついに発見！　フューチャー部門
受賞の法則・新事実

有野晋哉（よゐこ）
アメリカザリガニ

『ゲームセンターＣＸ』でおなじみ、そして『日本ゲーム大賞』フューチャー部門発表授賞式で今年も司会を務める、よゐこの有野晋哉さ
んと、ゲーム好き芸人のアメリカザリガニのおふたりがステージに登場！　『日本ゲーム大賞』フューチャー部門の受賞作品を予想しま
す。アメリカザリガニのおふたりは何と！　過去８回のフューチャー部門を徹底調査。受賞した全95作品を分析して、"受賞の法則と新
事実"をついに発見！　徹底調査から導き出されたアメリカザリガニのおふたりの予想は？　そして、授賞式の司会を務める強みと経験
に基づいた有野さんの予想は？　どちらの予想が正しいのか!?　結果は、引き続き行われる発表授賞式までのお楽しみ！！

12:00～13:30
日本ゲーム大賞2010
フューチャー部門 発表授賞式

＜司会＞
有野晋哉（よゐこ）、前田美咲

東京ゲームショウ2010へ出展された未発売の全作品から、今後が期待される作品に贈られる『日本ゲーム大賞2010フューチャー部
門』。9月16日から18日の3日間、会場内にて行われる来場者投票の結果をもとに、選考委員会による審査会を経て決定します。今年も
司会に『ゲームセンターCX』でおなじみのよゐこ・有野晋哉氏が登場するのでご期待ください。

14:00～15:30
スクウェア・エニックス公式
第1回『ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー２』
チャンピオン大会"Great Masters' GP"

スペシャルゲスト：堀井雄二（ゲームデザイナー）
ゲスト解説：安元洋貴（声優）
解説：犬塚太一（DQM-J2プロデューサー）

ニンテンドーDS用ソフト『ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー２』の第1回公式大会。これまで各地で開催されてきた地区予選を勝ち
抜いてきた代表選手たち8名の中から、本作の初代チャンピオンが決定する。勝利の栄光をつかみ、チャンピオンの座に輝くのはだれ
だ！

16:00～17:00 CESAチャリティーオークション
＜司会＞
前田登（はりけ～んず）、前田美咲

東京ゲームショウ2010のラストを飾るのは、毎年人気の『CESAチャリティーオークション』。司会は、芸能界でも珍しい"アニメ芸人"とし
て知られるはりけ～んずの前田登氏が登場！　ステージを盛り上げてくれること間違いなしです!!
また、今回も出展企業やCESA会員企業が、東京ゲームショウならではのレアグッズを多数出品。オークションの落札収益金は、ユニセ
フを通じて、世界の恵まれない子供たちに寄付されます。ぜひご参加ください。

*1　参加には入場整理券が必要です。18日の開場時より、1ホール入口付近の「整理券配布所」で、お一人様1枚を先着順にて配布します。入場整理券をお持ちでない方はご入場いただけません。あらかじめご了承ください。
*2　参加には整理券が必要です。18日に、ホール3-4間の「やすらぎのモール」コスプレエリアにある、専用カウンターにて配布します。
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9月19日（日）一般公開



2010年9月10日現在

９月１８日(土) タイトル 概要

１０：２０～１０：５０ 松原美香ファミリーコンサート
『ワンワンとあそぼうショー』や、『つくってあそぼショー』などで活躍中のうたの

おねえさんこと、松原美香さんが出演する『松原美香ファミリーコンサート』が行われる。
ワクワクのステージが楽しめるほか、ステージ後にはがんこちゃんとの握手会がある。

１１：３５～１２：０５
バンダイナムコゲームス

太鼓の達人ＤＳ ハッピーステージ！！

新作ゲームの内容紹介及びPV上映。
着ぐるみを呼んでゲーム大会を実施。

一部、着ぐるみとの写真撮影会なども実施予定。

１２：２５～１２：５５
スクウェア・エニックス

クラフトママ 『エプロンでキャッチ』大会
DSタイトルのゲーム大会

１３：１５～１３：４５ 松原美香ファミリーコンサート
『ワンワンとあそぼうショー』や、『つくってあそぼショー』などで活躍中のうたの

おねえさんこと、松原美香さんが出演する『松原美香ファミリーコンサート』が行われる。
ワクワクのステージが楽しめるほか、ステージ後にはがんこちゃんとの握手会がある。

１４：３０～１５：００
バンダイナムコゲームス

たまごっちなりきりチャレンジ ゲームしよう☆☆

新作ゲームの内容紹介及びPV上映。
着ぐるみを呼んでゲーム大会を実施。

一部、着ぐるみとの写真撮影会なども実施予定。

１５：２０～１５：５０
レベルファイブ

イナズマイレブン スペシャルステージ
映像を交えてのイナズマイレブンシリーズの紹介、体験対戦会、フォトセッション等を行う

１６：１０～１６：４０
バンダイナムコゲームス

みんなとキミのピラメキーノ！ステージ

新作ゲームの内容紹介及びPV上映。
着ぐるみを呼んでゲーム大会を実施。

一部、着ぐるみとの写真撮影会なども実施予定。

９月１９日（日） タイトル 概要

１０：２０～１０：５０ 仮面ライダーＷショウ
大人気の『仮面ライダーW』が

ステージに登場！
ハラハラドキドキのライダーの活躍を親子で応援しよう！

１１：３５～１２：０５
バンダイナムコゲームス

クレヨンしんちゃんスペシャルステージ

新作ゲームの内容紹介及びPV上映。
着ぐるみを呼んでゲーム大会を実施。

一部、着ぐるみとの写真撮影会なども実施予定。

１２：２５～１２：５５
レベルファイブ

イナズマイレブン スペシャルステージ
映像を交えてのイナズマイレブンシリーズの紹介、体験対戦会、フォトセッション等を行う

１３：１５～１３：４５ 仮面ライダーＷショウ
大人気の『仮面ライダーW』が

ステージに登場！
ハラハラドキドキのライダーの活躍を親子で応援しよう！

１４：３０～１５：００
バンダイナムコゲームス

ド根性小学生ボン・ビー太 ゲーム大会でい！！

新作ゲームの内容紹介及びPV上映。
着ぐるみを呼んでゲーム大会を実施。

一部、着ぐるみとの写真撮影会なども実施予定。

１５：２０～１５：５０
スクウェア・エニックス

ベビーシッターママ 『ハイハイ競争』大会
DSタイトルのゲーム大会

１６：１０～１６：４０
バンダイナムコゲームス

みんなで冒険！ファミトレ大ゲーム大会！！

新作ゲームの内容紹介及びPV上映。
着ぐるみを呼んでゲーム大会を実施。

一部、着ぐるみとの写真撮影会なども実施予定。
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■ファミリーステージ プログラム

※イベントタイトルおよび内容、時間、出演者等は予告なしに変更する場合があります。
※株式会社等の敬称略
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