GAME は進化し続ける。
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東京ゲームショウ 2013 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
「デジタルサイネージ」、「よしもと×東京ゲーム笑」、「インターナショナルラウンジ」などを初実施
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会
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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、いよいよ開催を来週に控え、直前情報として、会場マップ、
イベントステージ・プログラム、整理券配布情報を発表します。
また、大規模ブースの試遊時間や配布物情報が分かる「デジタルサイネージ」、来場者全員にチャンスがある
「大抽選会」や、よしもと芸人とのコラボレーション「よしもと×東京ゲーム笑」、「インターナショナルラウンジ」、
「ゲームシネマフェスタ」などを初めて実施、そのほか、昨年に引き続き、「TGS 公式グッズ販売」「無線 LAN エ
リア、すれちがい通信&対戦広場」「公式動画配信チャンネル」も行います。
今年で 23 回目を迎える「東京ゲームショウ 2013」に、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式ホームページで公開しました。
＜ホール 1＞一般展示、インフォメーション、整理券配布所（一般公開日のみ）
＜ホール 2＞一般展示、ゲームデバイスコーナー、日本ゲーム大賞ブース、インターナショナルラウンジ
＜ホール 3＞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、
ドリンクコーナー
＜ホール 4＞一般展示、乙女ゲームコーナー、インディーズゲームコーナー（ビジネスデイのみ）、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、ビジネススタートアップコーナー（ビ
ジネスデイのみ）、CESA ゲーム関連調査報告書・販売コーナー、携帯電話充電コーナー
＜ホール 5＞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、クラウドゲーミングコーナ
ー、ゲームスクールコーナー、ゲーム歴史博物館、モンスターエナジーバー
＜ホール 6＞一般展示、ゲームスクールコーナー
＜ホール 7＞物販コーナー、スマートフォン・アクセサリー・コレクション 2013、e スポーツ競技会「Cyber Games
Asia」（一般公開日のみ）、ゲームシネマフェスタ（一般公開日のみ）、TGS 公式グッズ販売コー
ナー
＜ホール 8＞イベントステージ、飲食コーナー
＜ホール 9＞（一般公開日のみ）
ファミリーコーナー、インディーズゲームコーナー、コスプレコーナー、コスプレ更衣室、大抽選
会場、「よしもと×東京ゲーム笑」ブース、TGS 公式グッズ販売コーナー、飲食コーナー

■イベントステージ
ビジネスデイには、「TGSフォーラム2013基調講演」「アジア・ゲーム・ビジネス・サミット2013」、「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2013」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。
「東京ゲームショウ｣公式ホームページ http://tgs.cesa.or.jp/

■整理券配布情報
場内の混雑緩和、危険防止のために、一部のステージにおける観覧整理券を、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。

■試遊待ち時間や配布物情報をチェック！ 「デジタルサイネージ」 [初実施]
大規模ブースのゲーム試遊の待ち時間や、配布物の情報、事務局からのお知らせなどを、館内に設置した
デジタルサイネージで情報発信します。気になるブースの情報を事前にチェックして、有効に会場を回ろう！
◆情報提供出展社： WARGAMING JAPAN、エレクトロニック・アーツ、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/ポケラボ、スクウェア・エニックス、セガ、ソニー・コンピュータエンタテインメント、日本マイ
クロソフト、バンダイナムコゲームス、ブシロード

■来場者全員にチャンス！ 「大抽選会」 [初実施]
一般公開日の2日間、ホール9の特設会場にて大抽選会を実施します。抽選で当たりが出ると１点、お好きな
品を差し上げます。出展社の人気配布物が当たるチャンス！ ぜひ、ご参加ください。
※抽選に参加できるのはおひとり様１回までです。日本ゲーム大賞 フューチャー部門の投票者には「大抽選
会Wチャンス券」を配布します。
※抽選順により、ご希望の品物がなくなる場合がございます。あらかじめご了承ください。
◆抽選会景品提供出展社： AVerMedia Technologies、アンサー、WARGAMING JAPAN、ＮＴＴぷらら、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、ゲームセンターCX、ＫＯＮＡＭＩ（コナミ）、サイバード、サン電子、
Gクラスタ・グローバル、SECRET CHARACTER、スウェーデンパビリオン、スクウェア・エニックス、セガ、ダンガンロ
ンパ希望ヶ峰学園購買部TGS出張所、日本AMD、日本ファルコム、日本マイクロソフト、Hamee、バンダイナムコゲ
ームス、ブシロード、ロケットカンパニー（9月10日現在）

■よしもと×東京ゲーム笑 [初実施]
よしもとがTGS2013と本格的にコラボレーション！ 会期中、のべ約80人のよしもと芸人が会場に登場。
ゲーム好き芸人が、東京ゲームショウ2013の見どころを紹介したり、各ブースのステージに出演するほか、ホ
ール9の特設ステージでは、「お笑い×ゲーム」をテーマにした様々な企画を実施。この日のために仕込んだ
(!?)ゲームネタや、ゲーム好き芸人がゲームを熱く語りあうトークイベントなど、盛りだくさん。
ステージの模様は、ニコニコ生放送や、よしもとが運営する動画サイト「YNN」でも配信します。
出演： 麒麟、次長課長、野生爆弾、トレンディエンジェル、稲垣早希ほか多数を予定

■インターナショナルラウンジ [初実施]
世界中からの来場者を迎える東京ゲームショウ。そんな彼らを「O MO TE NA SHI」するために、また、クール
な日本文化をより知ってもらうために、世界中の来場者が交流できるラウンジを設けます。
TGSのことだけでなく、東京の観光案内や、日本のポップカルチャーについて質問に答えるインフォメーション
コーナーに加え、人気クリエイターによる、ゲームをテーマにしたライブペインティングも行います。
協力： Tokyo Otaku Mode

■ゲームシネマフェスタ [初実施]
ゲームの枠を超えて、映画やアニメ、マンガなどとのクロスオーバーがますます進むなか、東京ゲームショウ
では、ゲーム原作映画が見られるミニシアターを初めて設置します。この夏公開されたばかりの映画『サイレ
ントヒル：リベレーション』が、ブルーレイ＆DVD化を前にTGS来場者向けに上映されるほか、隣接ブースでは、
人気ゲームを基にした新作映画の詳細が明らかに。TGSの新しい情報発信の形を実現します。
◆上映プログラム： 『サイレントヒル：リベレーション』『劇場版 戦国 BASARA -The Last Party-』
『バイオハザードⅤ リトリビューション』

■TGS 公式アプリ「TGS ガイド」 [初実施]
TGS2013 の会場マップや、出展社一覧、出展タイトル一覧などがスマホでチェックできる無料アプリを Android、
iPhone 用に提供します。ダウンロード方法等の詳細は、TGS2013 公式ホームページで近日公開します。
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■TGS 公式グッズ販売
毎年人気のTシャツ、キャップ、マグカップ、ストラップ、お饅頭から、初登場のリストバンドまで、計21種類をラ
インアップ。形部一平氏が描いたメインキャラクターを大胆に配したものや、「GAMEは進化し続ける。」をテー
マにしたもの、Tokyo Otaku Modeとのコラボデザインも登場します。ぜひ、TGS2013の記念にお買い求めくだ
さい。

■無線 LAN エリア、すれ違い通信＆対戦ゲーム広場
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
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「niconico（ニコニコ）」が番組制作・運営を行います。
◆公式動画配信チャンネルは9月19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/

◎「モンスターエナジー」が TGS 2013 公式飲料スポンサーに！
2002 年にアメリカで発売して以来、全世界 90 以上の国と地域で販売している「モンスターエナジー」が東京
ゲームショウ 2013 の公式飲料スポンサーになりました。
「モンスターエナジー」ブースでは、来場者へのドリンクの無料配布を行うほか、モンスターがサポートするプ
ロゲームチーム「Evil Geniuses」所属選手によるイベントやプレゼントキャンペーンなどを実施する予定です。

「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
2013年9月20日（金） ビジネスデイ 10：00～17：00
2013年※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。
2013年9月21日（土） 一般公開日 10：00～17：00
2013年9月22日（日） 一般公開日 10：00～17：00
2013年※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。
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（予定）
342社（8月30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（完売）
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【別紙1】イベントステージ・プログラム
＜ビジネスデイ＞
●9月19日（木）
10:30～12:25
TGSフォーラム2013 基調講演
【第1部】「プレイステーション 4」が創造する世界（仮）
ソニー・コンピュータエンタテインメント
アンドリュー・ハウス氏 代表取締役社長 兼 グループCEO
伊藤雅康氏 SVP 兼 第一事業部 事業部長
吉田修平氏 SCEワールドワイド・スタジオ プレジデント
【第2部】ガンホー・オンライン・エンターテイメントが目指すゲーム像とは（仮）
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
代表取締役社長CEO
森下 一喜氏
[聞き手] 品田 英雄（日経BP社 日経BPヒット総合研究所 研究員）
受講申込は公式ホームページ（http://tgs.cesa.or.jp/forum/）から
13:30～15:00
アジア・ゲーム・ビジネス・サミット2013
勃興するアジア圏ゲームマーケット、その全貌を探る
〔インドネシア〕Dien Wong氏 Altermyth, CEO
〔マレーシア〕Ganesan Velayathan氏 Fun & Cool Ventures, CEO
〔タイ〕Chanvit Vitayasamrit氏 Milk Studio, CEO
〔台湾〕許 金龍氏 XPEC Entertainment, 会長
〔韓国〕チョン・ウジン氏 NHN Entertainment,ゲーム事業センター/総括ディレクター
〔日本〕鵜之澤伸氏 コンピュータエンターテインメント協会 会長
受講申込は公式ホームページ（http://tgs.cesa.or.jp/forum/）から
16:00～17:30
日本ゲーム大賞2013 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
1300を超す作品の中から選ばれる「年間作品部門」、桜井政博氏を委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大賞」受賞作品はどのタイトルか！ 一方、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」。昨年度受賞のニンテンドー
3DS開発チームに続く受賞者は？ 発表授賞式にはトップクリエイターが勢ぞろい！ どうぞお見逃しなく！

●9月20日（金）
14:00～14:30
実在するゲームがすべて実名で登場するというゲームとともに青春を過ごした「ぼくらのゲーム史」を描く異色のドラマがスタート

『ノーコン・キッド～ぼくらのゲーム史～』のマル秘舞台裏
＜出演＞佐藤大（ストーリーライダーズ）、鈴村展弘（監督）、五箇公貴（テレビ東京プロデューサー）
1983年から2013年現在に至るまでの30年間を、実在のゲームを織り交ぜながら描くこのドラマの一番のポイ
ントは、ドラマとゲームのストーリー的な融合。毎回、テーマとなるのは当時のエポックメイキングなゲームた
ち。登場人物が実際にゲームをプレイする様を描き、気づけばそれが物語にもリンクしていく……。この全く
新しいこのドラマについて、10月4日（金）からの放送に先駆け、原案者の佐藤大氏、監督の鈴村展弘氏、プ
ロデューサーの五箇公貴氏が、制作秘話やゲームへの熱い思いを語ります！
※イベントの内容、出演者等は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
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＜一般公開日＞
●9月21日（土）
10:30～11:30
日本ゲーム大賞2013 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、282の応募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、そして最終選考の激戦を見事勝ち抜いた受賞10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、どれもハイクオリティー、かつ個性派ぞろい。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
バンダイナムコゲームス スペシャルステージ
※詳細は後日公開となります。
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。開催日については一般公開日の 21日
（土）、22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から、ほか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！ 今年の司会進行も昨年と同様、鷲崎健さんが担当。ぜひ奮ってご参加くださ
い！
18:30～20:00 [整理券あり]
Cosplay Collection Night @ TGS presented by Cure
＜出演＞五木あきら、KANAME☆、Irvy（タイ）、RASIJES（タイ）、Akemi（ミャンマー）、Sky（マレーシア）、Yuan
Cross（マレーシア）、スター☆ミューズ、VENaS_S、コスパフォ、踊り手チーム「タイタンズ」、「ChocoVillains」
ほか約200名
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）
映像制作： 深澤俊樹（RawLight/HighLIKE）
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。コスプレでのパ
フォーマンス、ファッションショウあり、ニコニコ動画で有名な踊り手によるダンスあり、新しいコスプレの魅力を
お楽しみいただけます。出演者もカリスマコスプレイヤーが勢ぞろい。ご存じ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。
※入場には整理券が必要になります。整理券は21日（土）に、9ホール「コスプレコーナー」にて配布いたしま
す。整理券はなくなり次第終了となります。
※イベントの内容、出演者等は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
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●9月22日（日）
12:00～13:30
日本ゲーム大賞2013 フューチャー部門 発表授賞式
＜司会＞板倉俊之（インパルス）、前田美咲
東京ゲームショウ2013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2013 フューチャー部門」。9月19日から21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。司会進行役に
は、テレビ、舞台でおなじみのインパルス・板倉俊之さんが登場！ 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 [整理券あり]
セガイベントステージ
※詳細はセガの公式サイトにて9月13日（金）に公開予定です。
※入場には整理券が必要となります。整理券は22日（日）の開場時より、ホール1の整理券配布所にて配布
いたします。整理券はなくなり次第終了となります。
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2013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21日に引き続き、鷲崎
健さんが登場！ 東京ゲームショウ2013の最後のイベントをおおいに盛り上げます！ また最終日ならでは
のレアアイテムも多数出品されます。乞うご期待！
※イベントの内容、出演者等は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
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【別紙2】整理券配布情報
東京ゲームショウ2013では、場内の混雑緩和、危険防止のために、下記のステージ観覧整理券を開場時間
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、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。なくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

●9月21日（土）
配布所番号

出展社名

●9月22日（日）
配布所番号

出展社名

整理券名
＜ブース内ステージ観覧整理券＞
1
ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル
スペシャルトークステージ
ブシロード
＜ブース内ステージ観覧整理券＞
2
ラブライブ！μ's広報部～にこりんぱな～ TGS出張版！
＜ブース内ステージ観覧整理券＞
3
WARGAMING JAPAN
「World of Tanks x ガールズ＆パンツァー ステージ」
12：00開演
※整理券の内容は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

整理券名
＜ホール8・イベントステージ観覧整理券（14:00～15:30）＞
1
セガ
セガイベントステージ
＜ブース内観覧整理券＞
2
セガ
PSO2放送局 観覧整理券
＜ブース内ステージ観覧整理券＞
3
バンダイナムコゲームス
YAPPARI 「テイルズ オブ」STAGE in TGS2013
＜ブース内ステージ観覧整理券＞
4
ファイブクロス×IS＜インフィニット・ストラトス＞
スペシャルステージ
ブシロード
＜ブース内ステージ観覧整理券＞
5
ミルキィホームズ シスターズ スペシャル公開録音＆ミニライブ
＜ブース内ステージ観覧整理券＞
6
「World of Tanks x ガールズ＆パンツァー ステージ①」
12：00開演
WARGAMING JAPAN
＜ブース内ステージ観覧整理券＞
7
「World of Tanks x ガールズ＆パンツァー ステージ②」
14：30開演
※整理券の内容は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
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