
 

 

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 20日  

東京ゲームショウ2012開幕！ 

・１９の国・地域から２０９の企業・団体が出展 
・出展タイトル（関連商品を含む）の事前届出数は 

過去最多の１,０４３タイトル 
・出展小間数は、最終１,６０９小間に 

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」は、『GAME で笑顔がつながっていく。』をテーマに、本日 2012 年 9 月 20 日（木）～23 日（日）   

まで開催します。前半の 2日間（20日、21日）は、ゲーム業界関係者向けのビジネスデイとし、後半の 2日間

（22日、23日）は一般に公開します。 
 

「東京ゲームショウ 2012」は、日本をはじめとする 19 の国と地域から出展があり、出展社数は国内 126、 

海外 83 の合計 209 となりました。また、出展総小間数は、昨年比 128.7%の 1,609 小間となりました。そして、

出展タイトル数は、過去最多の 1,043作品の届け出がありました。 
 

【東京ゲームショウ2012 事前統計データ】 
（2012年9月19日 22:00 時点） 

 

出 展 社 数： ２０９社 （昨年：１９３社） 

出 展 タイトル数： １,０４３タイトル （昨年：７３６タイトル） 

出 展 総 小 間 数： １,６０９小間 （昨年：１,２５０小間） 

出展社の国・地域： １９ （昨年：１６） 
 

 

 
 

 
 

                

   
 

2012年は、新しいゲーム機や、スマートフォンの発売が予定され、ソーシャル・ネットワーキング・サービス

（SNS）や、オンラインタイトルの普及とあいまって、ゲームは「いつでも」「どこでも」「誰でも」、また「誰とでも」

楽しめるものとなりました。 

ゲームを通じて、言葉の壁を越え、世界中の人々が笑顔でつながっていく--。こうしたゲームの世界を具現

化したのが、今年の東京ゲームショウの「GAMEで笑顔がつながっていく。」というテーマです。東京ゲーム  

ショウ2012では、ゲームでつながることの喜びや楽しさを体感できるさまざまな主催者企画を実施します。 

また、出展社ブースにおいても、多様なプラットフォームに対応した、さまざまなジャンルの新規タイトルが

展示され、2012年のゲーム産業を色濃く反映した内容になっております。 

 

 

アイルランド アメリカ イギリス イラン インドネシア 韓国 スイス

台湾 中国 チリ デンマーク 日本 フィンランド フランス

ベトナム 香港 ポーランド マレーシア ロシア

東京ゲームショウ2012 出展社（国・地域）　※50音順
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東京ゲームショウでは、2010 年より「アジア No.1 の情報網羅性」と「世界最大級のイベント」 

という中期ビジョンを掲げております。 

 

今年は、全体の出展規模が拡大するなか、とりわけ海外からの出展国・地域数、出展社数、小間数が昨年

を上回りました。主催者企画としては、アジアの有望なゲーム関連企業を紹介する「アジアニュースターズ  

コーナー」を新設し、4 カ国から 8 社の企業を迎えました。また、日本と海外とのゲームビジネスを創出する 

「国際ビジネス相談コーナー」や「ビジネスミーティングエリア」をさらに強化するなど、日本とアジア、アジアと

世界をつなぐゲーム産業のビジネスの架け橋となるイベントを目指しています。 

 

【出展予定タイトル数について】 

2012年における出展予定タイトル（関連商品を含む）の傾向は、スマートフォン用タイトルやタブレット用    

タイトルが昨年に比べ大きく増加しました。 
 

 

【プラットフォーム別・ジャンル別出展予定タイトル数一覧】 
（2012年9月19日 22:00 時点） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

一部のゲームタイトルの試遊について 
｢東京ゲームショウ2012｣では、ＣＥＳＡ倫理規定・ＣＥＲＯ倫理規定のレーティング制度の運用に伴い、「Ｚ区分」作品または「Ｚ区

分」に相当する表現を含む作品の試遊は、18歳以上のみとさせていただきます。年齢制限のあるゲームタイトルの試遊をご希

望される場合は、年齢確認ができる書類(運転免許証・パスポート・学生証など)の提示が必要となります。18歳以上の方は上記

書類をご持参くださいますようお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 

※1 その他には「周辺機器」「グッズ」が含まれます 

※2 ジャンルには「シューティングアクション」が含まれます 

※3 ジャンルには「オンライン トレーディング カードゲーム」が含まれます 

※4 ジャンルには「RPG シミュレーション」が含まれます 

プラットフォーム 2012

PC 32
スマートフォン 265
　　　　　　　　　　iOS （139）

　　　　　　　　　　Android （126）

タブレット 100
　　　　　　　　　　iOS （100）

フィーチャーフォン 142
　　　　　　　　　　NTT docomo （47）

　　　　　　　　　　au （48）

　　　　　　　　　　Softbank （47）

ニンテンドーDS 2
ニンテンドー3DS 34
Wii 5
Wii U 2
PlayStation 3 57
PlayStation Portable 30
PlayStation Vita 24
Xbox360 24
その他※1

326
合計 1043

ジャンル 2012

RPG 148
アクション※2 118
シミュレーション 96
オンラインカードゲーム※3 48
スポーツ 31
シミュレーションRPG※4 24
カードゲーム 23
オンラインRPG 21
シューティング 21
アドベンチャー 14
パズル 11
レーシング 11
アクションアドベンチャー 8
その他（ジャンル） 116
開発ツール 9
周辺機器 22
その他（グッズ） 322

合計 1043
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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 ：  209社 

出展小間数 ：  1,609小間 

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

(一般公開日)     小学生以下・・・入場無料  

 

「東京ゲームショウ 2012」 開催概要 


