
 

 

GAME で笑顔がつながっていく。 

「東京ゲームショウ｣公式ホームページ http://tgs.cesa.or.jp/ 
 

 

＜報道関係各位＞                                             2012 年 9 月 12 日  
 

東京ゲームショウ2012 開催直前情報 
会場マップ、イベントステージ・プログラム、整理券配布情報を公開 

無線ＬＡＮエリア、すれちがい通信&対戦ゲーム広場、公式動画配信チャンネルを新設 

東日本大震災復興支援「ゲームで日本を元気に」を今年も開催 

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会 

日 経 B P 社 
 

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、所在地：東京都港区

西新橋）が主催し、日経 BP 社（社長：長田 公平、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 2012」[会期：2012 年 9 月 20 日（木）～23 日（日）、会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）]は、本日、会場マ

ップ、イベントステージ・プログラムおよび整理券配布情報を発表します。 

また、混雑する会場内の電波環境を改善するために「無線LANエリア」や「すれちがい通信&対戦ゲーム広

場」を、会場 2F コンコースに設置するほか、公式動画配信チャンネルを開設し、会場からライブ中継を行いま

す。さらに、昨年に引き続き、東日本大震災復興支援企画「ゲームで日本を元気に」を実施します。 

いよいよ会期まで約 1 週間となりました。今年で 22 回目を迎える「東京ゲームショウ 2012」は、さまざまなプ

ラットフォームに広がるコンピュータエンターテインメントの情報発信の場として、日本からアジア、アジアから

世界に、最新の驚きをお届けします。どうぞ、ご期待ください。 
 
 

■会場マップ 

出展各社のブース位置を含む、全体のブースマップを公開しました。 

会場ブースマップは、公式ホームページにてご覧いただけます。 http://tgs.cesa.or.jp/ 

＜１ホール＞一般展示、日本ゲーム大賞ブース、eスポーツ競技会、復興支援ブース、インフォメーション 

＜２ホール＞一般展示、ゲームデバイスコーナー、商談・休憩エリア 

＜３ホール＞一般展示、海外パビリオン、アジアニュースターズコーナー、国際ビジネス相談コーナー 

＜４ホール＞一般展示、PCゲームコーナー、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、CESAゲーム関連調査報告書・販売コーナー、インフォメーション 

＜５ホール＞一般展示、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 

＜６ホール＞一般展示、ゲームスクールコーナー、ゲーム歴史博物館 

＜７ホール＞物販コーナー、TGS公式グッズ販売コーナー、飲食コーナー、コスプレ更衣室 

＜８ホール＞ファミリーコーナー（一般公開日のみ）、イベントステージ 

 

 

■イベントステージ･プログラム 

ビジネスデイには、「TGSフォーラム2012基調講演」「アジア・ゲーム・ビジネス・サミット2012」、「日本ゲーム大

賞」 経済産業大臣賞と年間作品部門の発表授賞式、記者発表会などを開催。一般公開日には、出展社に

よるスペシャルステージや、「日本ゲーム大賞2012」のアマチュア部門とフューチャー部門の発表授賞式、チ

ャリティーオークションなどの企画を予定しています。 

◆詳細は【別紙1】をご参照ください。 

 

 

■整理券配布情報 

東京ゲームショウ2012では、場内の混雑緩和、危険防止のために、一部のゲームタイトル体験整理券、イベ

ントステージ入場整理券を、一般公開日の各日、開場時より配布します。 

◆詳細は【別紙2】をご参照ください。 
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■無線LANエリア、すれ違い通信&対戦ゲーム広場 

東京ゲームショウ2012では、混雑する電波環境改善のために、展示ホール内（1～6ホール）において、事務

局が許可した以外の無線LANの使用が禁止となります。これにともない、無料で使える無線LANサービスを

2Fコンコースにおいて提供します。詳細な位置は、会場にてご確認ください。 

同時に、すれ違い通信や通信対戦をして遊ばれる来場者のために、2Fコンコースに「すれ違い通信&対戦ゲ

ーム広場」を設置します。赤（4ホール前）と青（7ホール前）のカーペットが目印です。待ち合わせにもご利用く

ださい。 

 

 

■公式動画配信チャンネル 

東京ゲームショウ2012では、インターネットを通じて動画による情報発信を行う「公式動画配信チャンネル」を

開設します。動画配信メディアパートナーとして提携する「4Gamer.net」が番組制作・運営を行います。 

＜ch.1：TGS2012_Official＞ 

「TGSフォーラム2012基調講演」「アジア・ゲーム・ビジネス・サミット2012」「センス・オブ・ワンダー ナイト 

2012」「日本ゲーム大賞2012 アマチュア部門発表授賞式」「Cyber Games Asia」などの主催者企画をライブ中

継するほか、各展示コーナーからのレポートや、最新タイトルのトレーラーをお送りします。 

＜ch.2：TGS2012_4GamerLive＞ 

4Gamer編集部によるトークバラエティ。会場内特設スタジオに、出展各社の担当者やクリエイターを招いて、

出展内容の見どころや、最新タイトルを紹介します。 

◆公式動画配信チャンネルは9月20日（木）より公式ホームページのトップページからご覧いただけます。 

  公式ホームページ http://tgs.cesa.or.jp/ 

 

 

■東日本大震災復興支援「ゲームで日本を元気に」 

＜チャリティーオークション＞ 

昨年に引き続き、「東日本大震災復興支援チャリティーオークション」を、一般公開日（22日、23日）の2日間、

各日16時より8ホール・イベントステージにて実施します。出展社、CESA会員企業から提供されたレアアイテ

ムがたくさん出品されます。声優、クリエイター、芸能人のサイン入り色紙や非売品グッズなどの出品物は1ホ

ール「ゲームで日本を元気に」ブース内に展示しています。 

＜募金活動＞ 

東日本大震災復興支援のために、募金箱を会場内に設置します。昨年の募金額は、43万4338円となり、被

害の大きかった自治体（9市町村）の義援金受付窓口に寄付いたしました。今年も皆様からの募金をお待ちし

ております。 

＜「ゲームで日本を元気に」ブース：1ホール＞ 

2年目となる「ゲームで日本を元気に」ブースでは、今年のテーマである「GAMEで笑顔がつながっていく。」を

実現するために、東京ゲームショウに来場された方々の“笑顔”を記録し、その笑顔をつなげていくことで、よ

り大きな笑顔を作り上げます。「ゲームで笑顔になる瞬間」について皆様からのコメントをお書きいただき、笑

顔と一緒に写真を撮影します。それをつなげていくことで、大きな笑顔が浮かび上がってきます。果たして、そ

れはどんな笑顔なのでしょうか――。皆様の笑顔のパワーを日本中に届けます。 

 

 

■センス・オブ・ワンダー ナイト プレゼンツ 

ヘッドマウントディスプレイ 没入快感研究所 powered by Sony 

ゲームのアイデアコンテスト「センス・オブ・ワンダー ナイト」がお届けする特別企画。東京ゲームショウ 2012

限定仕様 Sony ヘッドマウントディスプレイ“PROTOTYPE-SR”による、新しいエンターテインメントの可能性を

探る公開実験を開催。それは 360 度視界で繰り広げられる、驚きと感動の没入エンターテインメント。あなた

の現実世界に、“何か”が飛び込んでくる！？ 

 

＊実験体験者応募受付中！9/13（木）締め切り。詳細は http://www.facebook.com/hmz.lab 

＊本実験は、刺激の強い映像表現が含まれているため、16歳以上の方を対象としています。 
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名    称 ： 東京ゲームショウ 2012（TOKYO GAME SHOW 2012） 

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（CESA） 

共    催 ： 日経 BP 社 

後    援 ： 経済産業省 

会    期 ： 2012 年 9 月 20 日（木） ビジネスデイ  10：00～17：00 

   9 月 21 日（金） ビジネスデイ  10：00～17：00 

   9 月 22 日（土） 一般公開日  10：00～17：00 

   9 月 23 日（日） 一般公開日   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。  

※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 ： 幕張メッセ （千葉県千葉市美浜区）  展示ホール 1～8／国際会議場 

来 場 者 数 ：  19 万 5000 人（予定） 

出 展 社 数 ：  207 社（8 月 30 日現在） 

出展小間数 ：  1607 小間（8 月 30 日現在） 

入  場  料 ：  一般・・・前売 1,000 円税込/当日 1,200 円税込  

            小学生以下・・・入場無料  

「東京ゲームショウ 2012」 開催概要 
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【別紙 1-1】イベントステージ・プログラム 

＜ビジネスデイ＞ 

 

 

 

●9月20日（木）

10:30～11:55

TGSフォーラム2012基調講演
＜第1部＞「日本ゲーム産業に今、必要なコト ～ゲームビジネス新時代の展望」
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） 会長　鵜之澤 伸

＜第2部＞「スマートデバイスがもたらすソーシャルゲームの進化」（仮）
グリー 代表取締役社長　田中 良和氏

13:30～15:00

アジア・ゲーム・ビジネス・サミット2012
＜中国＞人人（レンレン） 上級副総裁（SVP） 兼 レンレンゲームジャパン 代表取締役社長
　　　　　　何 川（カ・セン）氏
＜インドネシア＞Agate Studio COO シェニー・アプリリア氏
＜韓国＞NHN ハンゲーム スマートフォンゲーム事業部 理事　チェ・ユラ氏
＜日本＞ディー・エヌ・エー 取締役　小林 賢治氏

16:00～17:30

日本ゲーム大賞2012 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
昨年度リリースされた作品の中から年間を代表するにふさわしい優れた作品を表彰する「年間作品部門」の各賞がいよいよ発表されます。また、桜井政博氏を審査員長に日本を代表

する10名のトップクリエイターがプロの視点で選ぶ「ゲームデザイナーズ」はどの作品が選ばれるのか！ また、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」受賞者は？ トップクリエイターが一堂に会する発表授賞式をどうぞお見逃しなく！

●9月21日（金）

11:00～11:30

フルCG長編作品『バイオハザード ダムネーション』記者発表会
＜出演者＞監督：神谷 誠、プロデューサー：小林 裕幸（カプコン）
＜特別ゲスト＞土屋アンナ
10月27日（土）より全国劇場公開を控えたフルCG長編作品『バイオハザード ダムネーション』の記者発表会を行います。今年は実写版『バイオハザードV：リトリビューション』の劇場公

開を皮切りに、10月4日発売のゲーム最新作『バイオハザード6』と怒涛のリリースが続きバイオ旋風が吹き荒れる中でのイベント。神谷監督、カプコン小林プロデューサー、そして特別

ゲストに本作品のテーマソングをご提供いただいた土屋アンナさんをお迎えし、制作でのエピソードや見どころをお聞きします。まさに「バイオハザード」ファン必見のプログラム、ご期待

ください。

14:30～16:00

iLove iPhone in TOKYO GAME SHOW
＜司会進行＞APPLIYA 新城健一
＜出演者＞コメンテーター：スマートフォンコーディネイター 大野泰敬、その他各ゲーム会社・開発者
4001field presents「iLove iPhone in TOKYO GAME SHOW」。今年で記念すべき4回目を迎えました。iPhoneは常に進化してきています。今までのゲームアプリ市場を振り返りながら、最

新のゲームアプリ、そして未来のテクノロジーについて、各ゲームメーカー、アプリ開発メーカーなどの開発者に登壇いただき、発表していただきます。
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【別紙 1-2】イベントステージ・プログラム 

＜一般公開日＞ 

●9月22日（土）

10:30～11:30

日本ゲーム大賞2012 アマチュア部門 発表授賞式
＜司会＞鷲崎健、藤井祥子
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、応募328作品をゲーム誌編集者・プロのクリエイターが審査。1次、2次、そして最終審査の激戦を見事勝ち抜

いた受賞11作品の中から「大賞」「優秀賞」「佳作」がいよいよ発表！　受賞作品は、いずれもハイクオリティ、かつ個性派揃い。ゲームクリエイターへの登竜門を制するのは？　未来の

クリエイター達の晴れ舞台を是非ご覧ください！

13:00～14:00
[整理券あり]

THE IDOLM@STER SHINY FESTA前夜祭 in TGS2012
～新曲たっぷり聴かせちゃいますスペシャル♪～
＜出演者＞中村絵里子（天海春香 役）、下田麻美（双海亜美・真美 役）、浅倉杏美（萩原雪歩 役）、若林直美（秋月律子 役）、仁後真
耶子（高槻やよい 役）、長谷川明子（星井美希 役）
『いろんな私たち、魅せちゃいます♪』

今度の舞台は南国リゾートの音楽祭！　10月25日に3パッケージ同時発売予定のPSP『アイドルマスター シャイニーフェスタ』に収録される“アイマス”の新曲を、出演声優たちのライブ

でお披露目！　パッケージごとの新曲はもちろん、テーマソングの『MUSIC♪』も聴かせちゃいます♪

きたる音楽祭の前夜祭！　みんなで盛り上がっちゃいまSHOW！

[整理券あり] 入場には整理券が必要となります。22日（土）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。整理券はなくなり次第終了と

なります。あらかじめご了承ください。

14:30～15:30
[整理券あり]

ドリームCライブ2012
＜出演者＞真堂圭（魅杏 役）、原田ひとみ（るい 役）、又吉愛（ナオ 役）、石毛佐和（魔璃 役）、児玉明日美（アイリ 役）、廣田詩夢（あ
すか 役）、平田真菜（受付）、準・準開店準備スタッフ、ドリームエックスクリエイト代表
PS3『ドリームクラブ　コンプリートエディぴょん！」の発売に先駆けて、毎年恒例の「ドリームCライブ」を今年も開催いたします。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、ピュア大爆発な歌＆トークをお届けいたします。このイベントでしか聞けない、どピュアなナイショのお話もポロリしてしまうかも…？　当店にご来店経験のない方でも、

ピュアな心をお持ちであれば大歓迎です！　是非ご来場ください。

[整理券あり] 入場には整理券が必要となります。22日（土）開場時より、ディースリー・パブリッシャーブースにて、お一人様1枚を先着順にて配布します。整理券はなくなり次第終了と

なります。あらかじめご了承ください。

16:00～17:00

東日本大震災復興支援　チャリティーオークション 1日目
＜司会＞鷲崎健、藤井祥子
東京ゲームショウのイベントステージ恒例の「CESAチャリティーオークション」。本年も、東日本大震災の復興支援として開催し、落札金の全額を義援金として寄付いたします。昨年同

様、一般公開日の22日（土）、23日（日）の2日間ともに実施！　例年にも増して、多くのゲームメーカーや有名クリエイターたちから、他では手に入れることのできないレアアイテムが数

多く出品されます！　今年も鷲崎健さんが司会を担当します！　ぜひご参加ください！

18:30～20:00
[整理券あり]

Cosplay Collection Night @ TGS presented by Cure
＜出演者＞プロデューサー：乾たつみ（Cure）、MC：綾川ゆんまお、DJ&MC：WAN（コスプレヘブン/ヲタリズム/八百万機関）、VJ：深澤
俊樹（RawLight/HighLIKE）、コスプレイヤー：KANAME☆、麗華、YUIMINO、Onnies（タイ）、Heyleydia（タイ）、チーム士魂、コスパフォほ
か約200名
日本最大のコスプレコミュニティサイト「Cure」がお届けする「動くコスプレ」のステージショウ。コスプレでのファッションショウあり、ダンスあり、ロボットコスプレの大行進ありと新しいコス

プレの魅力をお楽しみにいただけます。出演するコスプレイヤーも日本や世界で活躍するカリスマコスプレイヤーが勢ぞろい。ご存知のキャラクターからレアなキャラクターのコスプレま

で見応えのある90分。新感覚のコスプレショウを是非ご覧ください。

[整理券あり] 入場には整理券が必要となります。22日（土）開場時より、「やすらぎのモール」(ホール3と4の間）の「コスプレ広場」北側にて、お一人様1枚を先着順にて配布します。整

理券はなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

●9月23日（日）

12:00～13:30

日本ゲーム大賞2012 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2012に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2012 フューチャー部門」。9月20日から22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を経て受賞作品を決定！　イベントステージで発表授賞式を行います。昨年に引き続き、司会には「ゲームセンターCX」でおなじ

みのよゐこ・有野晋哉さんが登場！　今後の期待作が勢ぞろいする発表授賞式をお見逃しなく！

14:00～15:30

『ドラゴンクエストモンスターズ　テリーのワンダーランド3D』
スクウェア･エニックス公式大会
“Great Masters' GP”チャンピオン大会
＜出演者＞解説：犬塚太一（『DQMテリー3D』プロデューサー）、ゲスト解説：安元洋基（声優）、スペシャルゲスト：堀井雄二（ゲームデ
ザイナー）
『ドラゴンクエストモンスターズ　テリーのワンダーランド3D』　スクウェア・エニックス公式大会“Great Masters' GP”のチャンピオン大会。ニンテンドー3DSを使用し、プレイヤーが育てた

モンスターをライバルのモンスターと戦わせ、最強の「モンスターマスター」を決める。東京・名古屋・大阪の各地区予選大会の優勝者と、スクウェア・エニックス　メンバーズ予選通過者

の合計8名が対戦、日本一の栄冠は誰の手に輝くのか!?

16:00～17:00

東日本大震災復興支援　チャリティーオークション 2日目
＜司会＞鷲崎健、前田美咲
東京ゲームショウ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」。本年も、東日本大震災の復興支援として落札金の全額を義援金として寄付します。司会には、前日

の22日に引き続き鷲崎健さんが登場！　東京ゲームショウ2012最後のイベントを大いに盛り上げます！　また最終日ならではのレア物アイテムも多数出品されます。乞うご期待！
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【別紙 2】整理券配布情報 

東京ゲームショウ 2012 では、場内の混雑緩和、危険防止のために、下記のゲームタイトル体験整理券、イベントス
テージ入場整理券を開場時間より配布します。 

＜整理券に関するご注意＞ 

 整理券はお一人様 1 枚のみ受け取れます。 

 整理券は、それぞれに記載された日時のみ有効になります。日時の変更、整理券の交換はお受けできません。 

 整理券入口は 1～7 まで、ゲームタイトルやイベントごとに分かれています。 

 お並びいただいた整理券配布列は専用の列なので、他の列で配布している整理券を入手できません。 

 整理券を受け取った後、もう一度列に並び直すことはできせん。 

 一度配布所エリアから出たら、再度並び直せません。 

 整理券は 1 日分を配布します。無くなり次第終了となりますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月22日（土）

出展社名 整理券名

1 カプコン
試遊整理券
『モンスターハンター４』シングルプレイ

2 カプコン
試遊整理券
『モンスターハンター４』マルチプレイ

3 KONAMI
試遊整理券
『ドラゴンコレクション シシトウ団の野望』

4 バンダイナムコゲームス
イベントステージ観覧整理券（13:00～14:00）
THE　IDOLM@STER SHINY FESTA前夜祭 in TGS2012
～新曲たっぷり聴かせちゃいますスペシャル♪～

5 バンダイナムコゲームス
ブース内ステージ観覧整理券
『第２次スーパーロボット大戦OG』スペシャルステージ

6 gloops
カード引換券
『大進撃!!ドラゴン騎士団』

7 gloops
カード引換券
『大熱狂!!ダービーカード』

9月23日（日）

出展社名 整理券名

1 カプコン
試遊整理券
『モンスターハンター４』シングルプレイ

2 カプコン
試遊整理券
『モンスターハンター４』マルチプレイ

3 KONAMI
試遊整理券
『ドラゴンコレクション シシトウ団の野望』

4 バンダイナムコゲームス

ブース内ステージ観覧整理券
THE IDOLM@STER
生っすか？サンデー出張版 in TGS2012
～～見逃し厳禁！驚きの新情報続々スペシャル！！～～

5 バンダイナムコゲームス
ブース内ステージ観覧整理券
「時と永遠～トキトワ～」スペシャルステージ
～ポロリ暴露もあるよ～

6 gloops
カード引換券
『大進撃!!ドラゴン騎士団』

7 gloops
カード引換券
『大熱狂!!ダービーカード』


