もっと自由に、GAME と遊ぼう。
報道関係各位

2015年9月9日

東京ゲームショウ2015開幕直前情報

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
小中学生向け新企画「ファミリーコーナープラス」を開催
「デジタルサイネージ」、「大抽選会」、スマホ向けアプリなどの来場者向け企画を実施
TGS公式動画チャンネルでは「日本ゲーム大賞2015」ほか会場の模様をライブ配信
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BP社
東京ゲームショウ2015（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：
岡村 秀樹］、共催：日経BP社［社長：長田 公平］、会期：9月17日～20日、会場：幕張メッセ／以下、
TGS2015）は、いよいよ開幕を来週17日（木）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、今回、小中学生までの来場者を対象とした新企画「ファミリーコーナープラス」を開催するほか、昨年
に続き、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
のある「大抽選会」などの企画を実施します。さらに、会場の模様をTGS公式動画チャンネルでインターネ
ットライブ配信します。

■会場レイアウト

（★は一般公開日のみの開催）

＜1ホール＞ ファミリーコーナー／ファミリーコーナープラス★、イベントステージ
＜2ホール＞ 一般展示、ゲームスクールコーナー
＜3ホール＞ 一般展示、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、
日本ゲーム大賞ブース、ドリンクコーナー

＜4～5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、海外パビリオン１、
アジアニュースターズコーナー、MONSTER ENERGY、インフォメーション

＜6ホール＞ 一般展示、ロマンスゲームコーナー、ゲームデバイスコーナー
＜7ホール＞ 一般展示、海外パビリオン２、充電コーナー、CESAゲーム関連調査報告書・販売コーナー
＜8ホール＞ 一般展示、ラウンジ、整理券配布所★
＜9～10ホール＞ インディーゲームコーナー、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2015、
サイバーゲームズアジア・コーナー、コスプレエリア★、eスポーツ競技会「Cyber Games Asia」★、
Tokyo Otaku Mode Live Stream Hut、ゲーム歴史博物館、大抽選会場★、TGS公式グッズ販売
コーナー

＜11ホール＞ フードコート
＜国際会議場2階＞ ビジネスミーティングエリア、プレミアムラウンジ

◆会場マップは、公式ウェブサイト（ http://tgs.cesa.or.jp/ ）に掲載しています。

「東京ゲームショウ」公式ホームページ：http://tgs.cesa.or.jp
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■一般公開日の入場について
一般入場口は1～8ホール側と、9～11ホール側の2カ所に設けます。ファミリーコーナー専用入場口は1ホ
ール2階中央モールからとなります。
会場内の混雑具合によって入場口が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。当日は、
会場の誘導スタッフの指示に従っていただけますようお願いいたします。
なお、開場から10時30分までは、9～11ホールから1～8ホールへの移動はできなくなりますので、ご注意く
ださい。

■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2015基調講演」「アジア・ゲーム・ビジネス・サミット2015」、「日本ゲー
ム大賞2015 経済産業大臣賞・年間作品部門の発表授賞式」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2015 アマチュア部門・フューチ
ャー部門の発表授賞式」、「Cosplay Collection Night @ TGS」、「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
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やステージにおける試遊・観覧整理券を、一
般公開日の各日、1～8ホール側初回入場口（8ホ－ル）にて、開場時より配布します。
◆詳細は【別紙2】をご参照ください。

■Cosplay Collection Night @ TGS presented by Cure

（9月19日に開催）

日本発で海外でも大人気のコスプレをテーマとしたステージショウを開催します。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、ランウェ
イショウありの新しいコスプレの魅力をお楽しみいただけます。
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。
◆詳細は【別紙3】をご参照ください。

■小中学生向け企画「ファミリーコーナープラス」

（一般公開日に開催）
キッズが保護者と一緒に遊べる人気コーナー「ファミリーコーナー」の拡大企画として、主に小学校高学年
から中学生の来場者を対象とした最新人気ゲームの試遊エリア「ファミリーコーナープラス」を新設します。
一般展示とは異なり、入場を中学生以下に限定するため、子供達だけで思う存分遊べるコーナーです。本
コーナーに出展するゲームは、年齢別CEROレーティング「A」・「B」が対象で、7社から12タイトルをラインア
ップします。中学生までのゲームファンは要注目です！
◆詳細は【別紙4】をご参照ください。

■その他の主催者企画
・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」
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、無駄なく会場を回
りましょう！
情報提供出展社： WARGAMING JAPAN、エレクトロニック・アーツ、カプコン、グリー、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、Cygames、 Supercell、スクウェア・エニックス、セガゲームス、ソニー・コンピュ
ータエンタテインメント、DMM.com、闘会議、バンダイナムコエンターテインメント、ブシロード、YouTube
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・来場者全員にチャンス！ 「大抽選会」
今年も、一般公開日の2日間、10ホール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。
抽選会景品提供出展社： イルカアップス、WARGAMING JAPAN、エレクトロニック・アーツ、カプコン、グリー、
ゲームセンターCX、コーエーテクモゲームス、Genertec International Advertising & Exhibition、Cygames、スク
ウェア・エニックス、Supercell、セガゲームス、仙台市/ビジネスオウル、DMM.com、パオン・ディーピー、ポケッ
ト・クエリーズ、ぼっちてんと、マグノリアファクトリー、YouTube、Unalis（9月8日現在）
※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。

・TGS公式アプリ「TGS Guide」
TGS2015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。出展社一覧からブースの位置が検索できる機能も搭載しています。ダ
ウンロード方法などの詳細は、TGS2015公式ホームページで近日公開します。

・TGS公式グッズ販売
毎年人気のTシャツから、スポーツタオル、キャップ、マグカップ、人形焼まで、計19種類をラインアップ。形
部一平氏が描いたメインビジュアルを大胆に配したものや、Tokyo Otaku ModeとのコラボデザインのTシャ
ツも登場します。ぜひ、TGS2015の記念にお買い求めください。

・無線LANエリア「すれちがい通信＆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（1～8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中央モールにおいて
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中央モールに「すれちがい通信&
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「公式動画チャンネル」を開設します。日本国内向けに
は、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。
今年は「日本ゲーム大賞2015 経済産業大臣賞／年間作品部門」（9月17日）、「同 アマチュア部門」（9月
19日）の発表授賞式を公式動画チャンネルで初ライブ中継します。
海外向けには、今年新たにメディアパートナーとなったYouTubeが配信を行います。どうぞ、ご期待くださ
い。
※公式動画配信チャンネルは9月17日（木）より公式ホームページからご覧いただけます。
東京ゲームショウ2015公式ホームページ： http://tgs.cesa.or.jp/
◆詳細は【別紙5】をご参照ください。

◎3年連続でオフィシャルドリンクスポンサーに「モンスターエナジー」が決定！
TGS2015オフィシャルドリンクスポンサーのモンスターエナジーは、2002年にアメリカで発売して以来、
全世界116ヶ所の国と地域で販売しているエナジードリンク。モータースポーツ、アクションスポーツ、音楽
シーンのみならず、ゲームシーンにもワールドワイドで積極的なサポートを行っています。モンスターエナ
ジーブース（5ホール北＆Cyber Games Asia会場）では、モンスターエナジー、モンスターウルトラのサンプ
リング、EA「Need For Speed」やWargaming「World of Tanks BLITZ」の試遊、さらにもれなくグッズが当たる
SNSキャンペーンなど、様々なコンテンツを実施する予定です。
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■ 「東京ゲームショウ2015」開催概要
名
主
共

称 ：
催 ：
催 ：

東京ゲームショウ2015 （TOKYO GAME SHOW 2015）
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

※東京ゲームショウ2015は、経済産業省による「地域経済活性化に資する放送コンテンツ等
海外展開促進事業費補助金（J-LOP＋）
」の補助を受けております。

会

期 ：

2015年9月17日（木）・18日（金） ビジネスデイ 10：00～17：00

会

期 ：

2015年9月19日（土）・20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 ：

来場予定者数 ：
出展社数 ：
入 場 料 ：
（一般公開日）

幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区） ◯展示ホール1～11 ◯幕張イベントホール
◯国際会議場
22万人
473社 （9月1日現在）
一般（中学生以上）・・・当日1,200円（前売券：1,000円）
小学生以下・・・・・・・・・入場無料
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別紙1 イベントステージ・プログラム ［場所：1ホール］
＜ビジネスデイ＞
●9月17日（木）
TGSフォーラム2015基調講演
[同時通訳あり]
◆10：30～11：25
【第1部】
公式動画ｃｈ
「日本のゲーム産業の現状と、新生CESA」
岡村 秀樹氏 （一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会 会長）
「クリエイター兼経営者だからこそできた ヒットコンテンツ創出」
日野 晃博氏 （レベルファイブ 代表取締役社長 CEO）
◆11：30～12：50
【第2部】
「TwitchとAmazonが切り開くゲーム実況とアプリビジネス拡大の新しい戦略」
Jonathan Shipman氏 （Twitch Interactive SVP, Global Infrastructure）
ジョナサン・ナガオ氏 （アマゾンジャパン アプリ事業部ディレクター）
「リアルとネットが融合したゲームプラットフォーム戦略」
横澤 大輔氏 （ドワンゴ 取締役CCO ニコニコ超会議/ 闘会議統括プロデューサー）
「YouTubeと動画クリエイターが創り出す新しいゲーム体験とコミュニティ」
Ryan Wyatt氏 （YouTube Global Head of Content for Gaming）
※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
[同時通訳あり]
アジア・ゲーム・ビジネス・サミット2015
「リトライ：中国ゲームマーケット」
公式動画ｃｈ
〔日本〕 本多 圭司氏 （スクウェア・エニックス 取締役）
〔日本〕 任 宜氏 （DeNA China CEO）
〔中国〕 銭 東海氏 （Shanda Games President）
〔中国〕 張 雲帆氏 （Perfect World COO）
〔中国〕 孫 晗氏 （Perfect World BD部）
〔特別ゲスト〕 中村 彰憲氏 （立命館大学 映像学部 教授） 【順不同】
中国のゲーム市場の拡大に期待し、多くの日本ゲーム企業が市場参入に挑戦してきた。しかし、大成
功を収めたと言える企業はほとんどいない。中国ゲーム市場へのアプローチを強めている日本企業と、
日本ゲームビジネスとの違いを感じている中国企業を招き、お互いのマーケットの現状と課題を把握
し、次のステップへ進むために必要なことは何なのかを探る。
※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2015「経済産業大臣賞」「年間作品部門」発表授賞式
公式動画ｃｈ
＜司会＞ 伊集院 光、前田美咲
2014年度に発売された作品の中から優れた作品を表彰する「年間作品部門」発表授賞式。今年、大賞
を手にするのはどの作品か！桜井政博氏を審査員長に日本を代表する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」や近年の家庭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」など、盛りだくさん。今年は公式動画チャンネルによる生配信も予定。トップクリ
エイターが勢ぞろいする発表授賞式をどうぞお見逃しなく！
●9月18日（金）
◆13：30～14：00
『攻殻機動隊 新劇場版 Virtual Reality Diver』制作発表会

公式動画ｃｈ

Production I.Gブースでティザーが公開となるVRアプリ『攻殻機動隊 新劇場版 Virtual Reality Diver』の
制作発表会を行います。本作を皮切りに、優秀なクリエイター・技術者とI.Gは手を組み様々な“未来表
現”を生み出すプロジェクト“SIGN”をスタートさせます。I.Gブースとあわせてこちらの発表会にもお越しく
ださい！
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＜一般公開日＞
●9月19日（土）
◆10：30～11：30
日本ゲーム大賞2015「アマチュア部門」発表授賞式
＜司会＞ 鷲崎 健、前田美咲

公式動画ｃｈ

コンセプト、完成度、プログラム、グラフィックを選考基準に、285の応募作品を業界誌編集者とクリエイ
ターが審査。受賞11作品の中から「大賞」、「優秀賞」、「佳作」が発表！さらに個人で制作された43の応
募作品の中から、３作品が受賞作品に選出。この３作品の中から、「個人賞」が授与されます。
ゲームクリエイターへの登竜門を制するのは？今年は公式動画チャンネルによる生配信も予定。未来
のクリエイター達の晴れ舞台をぜひご覧ください！
※開催期間中、日本ゲーム大賞ブース（3ホール）にて、アマチュア部門受賞作品を試遊できます。
◆13：00～14：00
[整理券あり]
アイドルマスター マストソングス 赤盤/青盤×アイドルマスター
シンデレラガールズ スターライトステージ ゲームでバトルしちゃいM@S！
＜出演者＞ 中村繪里子、今井麻美、原 由実、大橋彩香、福原綾香、原 紗友里、
坂上陽三 総合プロデューサー（バンダイナムコエンターテインメント）
アイドルマスター関連作品のキャストたちによるゲーム対決、ライブをご披露させていただくステージ
です。PS Vita用ソフト『アイドルマスター マストソングス 赤盤/青盤』とアプリ『アイドルマスター シンデ
レラガールズ スターライトステージ』を中心とした新情報もございますのでお楽しみに。
※ステージ観覧には整理券が必要です。整理券は19日（土）開場時より、1-8ホール側一般来場者初回
入場口の「整理券配布所」にて、おひとり様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。
◆14：30～15：30
[整理券あり]
ATLUS PRESENTS PERSONA SPECIAL STAGE
＜出演者＞ [アーティスト] 川村ゆみ、Lotus Juice、平田志穂子、DJ WAKA
[ゲスト] 磯村知美（声優）、マフィア梶田（フリーライター）
[司会] 松澤千晶（アナウンサー）
アトラスが贈るスペシャルステージ。ペルソナのライブでおなじみの豪華アーティスト陣を迎えた熱狂の
ミニライブや、アトラス公式バラエティ番組「ペルソナストーカー倶楽部」のMC・イソッチ＆マフィア梶田に
よる生トークなど見どころ満載！
※ステージ観覧には整理券が必要です。整理券は19日（土）開場時より、1-8ホール側一般来場者初回
入場口の「整理券配布所」にて、おひとり様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。
◆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、前田美咲
東京ゲームショウのイベントステージ恒例の「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、19日（土）、20日
（日）の2日間です。たくさんのゲームメーカーや有名クリエイターのみなさまから、なかなか入手できな
いレアアイテムが今年も数多く出品されます。どうぞご参加ください！
※オークション商品は3ホール「フューチャー部門投票コーナー」に展示します。
◆18：30～20：00
[整理券あり]
CosplayCollectionNight @ TGS2015 presented by Cure
公式動画ｃｈ
＜出演者＞ KANAME☆、-Usagi-、ウサコ、コノミアキラ、ことり、五木あきら、
SHINE（マレーシア）、MIU（ベトナム）、NYANY（中国）、
Evelia（シンガポール）、STAY（台湾）、ANZU（トルコ）、HIME（インドネシア）、UE（韓国）、
MISAKI（タイ） ほか約200名以上
[プロデューサー] 乾たつみ
［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）
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[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、ランウェイショウありの新しいコスプレの魅力をお楽しみいただけます。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。
※入場には整理券（番号入り）が必要になります。整理券は19日（土）開場時間より、9ホール「コスプレ
エリア」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。
※コスプレイヤーに限らず、どなたでもご観覧いただけます。
※東京ゲームショウ2015の入場は16時までになります。観覧ご希望の場合は、必ず16時までに東京
ゲームショウ2015にご入場ください。
※座席は指定席ではありません。自由席となります。
※当日、ご不明な点があれば、9ホール「コスプレエリア」のCosplay Collection Night整理券配布所にて
ご確認ください。
●9月20日（日）
◆10：30～11：20
Cygames Presents GRANBLUE FANTASY SPECIAL CONCERT
＜出演者＞ 春田康一（株式会社Cygames）、植松伸夫、成田勤

[整理券あり]
公式動画ｃｈ

『グランブルーファンタジー』初のオーケストラコンサートを東京ゲームショウ2015で開催！『グランブ
ルーファンタジー』のサウンドディレクターを務める植松伸夫と成田勤も参加！『グランブルーファンタ
ジー』の楽曲をこの日のためだけに編成したオーケストラと共に奏でます。
※ステージ観覧には整理券が必要です。整理券は20日（日）開場時より、1-8ホール側一般来場者初回
入場口の「整理券配布所」にて、おひとり様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。
◆13：00～14：30
日本ゲーム大賞2015「フューチャー部門」発表授賞式
＜司会＞ 鷲崎 健、前田美咲
東京ゲームショウ2015に出展された未発売、未配信の全作品から、東京ゲームショウ来場者の投票を
基に、選考委員会による審査を経て受賞作品が決定します。各社選りすぐりの新作タイトルの中から、
さらに期待値の高い作品がピックアップされ、授賞式ではその開発関係者たちから生の声を聞くことが
できます。あなたの推薦する作品は選ばれるでしょうか!?
◆15：00～15：30
FgG新作発表会2015
＜出演者＞ 大久保佳代子、内田真礼、小松未可子、高橋未奈美、優木かな
[MC] 山中章子（フジテレビアナウンサー）

[整理券あり]

200万ダウンロードを超える人気スマートフォンゲーム『ファントム オブ キル』を手掛けるFuji&gumi
Games今泉プロデューサーが登壇。待望の大型新作2本に関しTGS初公開となるVTRを交えその魅力
について語ります。さらに、テレビカメラも入りゲーム界を揺るがす大発表も！目が離せない30分です。
※ステージ観覧には整理券が必要です。整理券は20日（日）開場時より、1-8ホール側一般来場者初回
入場口の「整理券配布所」にて、おひとり様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。
◆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2015のラストを飾るのは、毎年人気の「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、前日に引き続き、鷲崎健
さんが登場！東京ゲームショウ2015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！
※オークション商品は3ホール「フューチャー部門投票コーナー」に展示します。
※全てのイベント内容、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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（公式動画ｃｈ）：TGS 公式動画チャンネルでライブ配信します。
別紙2 整理券配布情報 ［場所：8ホール］
東京ゲームショウ2015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試遊整理券、ス
テージ観覧整理券を「整理券配布所」にて、開場時間より配布します。
＜整理券に関するご注意＞
・整理券配布所は1～8ホール側の初回入場口に設置します。9～11ホール側、「ファミリーコーナー」や、
その他専用入場口からの入場者は整理券配布所にお並びいただけません。整理券を希望される方は、
1～8ホール側の「一般入場口」にお並びください。
・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①～⑧まで、種類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19日（土）
配布所番号

出展社名

整理券名

ホール 1・イベントステージ観覧整理券（13：00～14：00）
１

バンダイナムコエン

アイドルマスター マストソングス 赤盤/青盤×アイドルマス

ターテインメント

ターシンデレラガールズ スターライトステージ ゲームでバト
ルしちゃい M@S！

２

カプコン

３

カプコン

４

セガゲームス

５
６

７

８

試遊整理券
『モンスターハンタークロス』【マルチプレイ】
試遊整理券
『モンスターハンタークロス』【シングルプレイ】
ホール 1・イベントステージ観覧整理券（14：30～15：30）
ATLUS PRESENTS PERSONA SPECIAL STAGE

プロダクション・

ブース内シアター観覧整理券

アイジ—

攻殻機動隊 新劇場版 Virtual Reality Diver

WARGAMING

ブース内ステージ観覧整理券

JAPAN

ぶりたん！東京ゲームショウ特別編 公開収録ステージ

WARGAMING
JAPAN
WARGAMING

ブース内ステージ観覧整理券
蒼き鋼のアルペジオ －アルス・ノヴァ－
スペシャルステージ
ブース内ステージ観覧整理券

JAPAN
『World of Warships』プレゼンテーションステージ
※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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●9月20日（日）
配布所番号

出展社名

１

カプコン

２

カプコン

整理券名

試遊整理券
『モンスターハンタークロス』【マルチプレイ】
試遊整理券
『モンスターハンタークロス』【シングルプレイ】
ホール 1・イベントステージ観覧整理券（15：00～15：30）

３

Fuji&gumi Games

FgG 新作発表会 2015（出演:大久保佳代子、内田真礼、小
松未可子、高橋未奈美、優木かな）

４

プロダクション・

ブース内シアター観覧整理券

アイジ—

攻殻機動隊 新劇場版 Virtual Reality Diver
ホール 1・イベントステージ観覧整理券（10：30～11：20）

５

Cygames

Cygames Presents GRANBLUE FANTASY
SPECIAL CONCERT

６
７
８

WARGAMING

ブース内ステージ観覧整理券

JAPAN

『World of Tanks』プレゼンテーションステージ

WARGAMING

試遊整理券

JAPAN

『World of Warships』スペシャルゲームゾーン試遊券

WARGAMING

試遊整理券

JAPAN
『World of Tanks』スペシャルゲームゾーン試遊券
※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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別紙3 Cosplay Collection Night @ TGS presented by Cure開催概要
日時： 9月19日（土） 18:30～20:00
場所： 1ホール イベントステージ
出演者： KANAME☆、-Usagi-、ウサコ、コノミアキラ、ことり、五木あきら、SHINE(マレーシア)、MIU(ベトナ
ム)、NYANY(中国)、Evelia(シンガポール)、STAY(台湾)、ANZU(トルコ)、HIME(インドネシア)、UE(韓国)、
MISAKI(タイ) ほか約200名以上
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)
主催： Cure

http://curecos.com/

◆観覧方法
「Cosplay Collection Night」をご覧いただくためには、整理券（番号入り）が必要になります。
整理券は、9月19日（土）開場時間より9ホールの「コスプレエリア」にて配布します。
※一定数に達した段階で、整理券の配布は終了します。
※コスプレイヤーに限らず、どなたでもご観覧いただけます。
※東京ゲームショウ2015の入場は16時までになります。観覧ご希望の場合は、必ず16時までに東京ゲー
ムショウ2015にご入場ください。
※座席は指定席ではありません。
※当日、ご不明な点があれば、9ホール「コスプレエリア」のCosplay Collection Night整理券配布所にてご
確認ください。
◆イベントステージへの入場方法
17時の展示終了までに、1ホールの「イベントステージ」前にお集まりください。お手持ちの整理券の番号
順に並んでいただきます。整列後、18時頃をメドに係員の誘導により、イベントステージにご入場いただき
ます。
※16時30分以降に9～11ホール側から移動する場合は、1ホール2Fの入場口から整理券を提示してお入
りください（他の再入場口はご利用できません）。
※Cosplay Collection Night終了後、9ホールのコスプレ更衣室はご利用できません。コスプレイヤーの方
は、事前に衣装から着替えを済ませてお越しください。

10

別紙4 ファミリーコーナープラス開催概要
日時： 9 月 19 日（土）・20 日（日） 10:00～17:00（入場は 16:00 まで）
※一部券種のみ入場時間を繰り上げることがあります。
場所： 1 ホール ファミリーコーナーに隣接
入場方法：
「ファミリーコーナープラス」は中学生以下限定の展示コーナーです。1ホール内・専用入口もしくは、小学
生以下のお子様とその保護者を対象とした「ファミリーコーナー」から入場することができます。
1ホール内・専用入口では入場者の年齢を確認します。
展示タイトルの基準：
本コーナーの設置にあたっては、CERO（コンピュータエンタテインメントレーティング機構）の「年齢別レー
ティング制度」にのっとり、展示するすべてのゲームに「レーティング マーク」を表示し、子供たちが安心し
てゲームを楽しめるよう配慮しています。（年齢別レーティング制度とはゲームソフトに含まれる表現・内容
により、そのソフトの対象年齢を表示する制度です。）
今回展示されるタイトルは、年齢区分マーク「Ａ」（全年齢を対象）および「Ｂ」（12才以上を対象とする表現
内容が含まれている）が対象となります。
出展タイトル一覧：
●エレクトロニック・アーツ：『Star Warsバトルフロント』
●コーエーテクモゲームス『アルスラーン戦記×無双』『ゼルダ無双 ハイラルオールスターズ』
●コナミデジタルエンタテインメント：『ウイニングイレブン』『プロ野球スピリッツ』
●スクウェア・エニックス：『ドラゴンクエストヒーローズ』『ドラゴンクエストⅧ』
●セガゲームス：『レゴ ジュラシック・ワールド』
●ソニー・コンピュータエンタテインメント：『テラウェイ』『マインクラフト』
●バンダイナムコエンターテインメント：『暗殺教室 殺せんせー大包囲網!!』『ワールドトリガー ボーダレス
ミッション』
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別紙5 公式動画チャンネル プログラム（日本国内向け）
公式動画チャンネルは、9/17（木）～20（日）の会期中、公式ウェブサイト（ http://tgs.cesa.or.jp/ ）から視
聴いただけます。
●9月17日（木）
9：30～10：00
開会式
10：00～10：30
TGS2015 DAY-1 オープニング
10：30～12：50
TGSフォーラム2015 基調講演
13：00～13：30
TGS出展タイトル特集①
13：30～15：00
アジア・ゲーム・ビジネス・サミット2015
15：00～15：45
TGS出展タイトル特集②
15：45～16：00
TGS2015 DAY-1 エンディング
16：00～17：30
日本ゲーム大賞2015 「経済産業大臣賞」「年間作品部門」発表授賞式
●9月18日（金）
10：00～10：30
10：30～11：15
11：30～12：15
12：30～13：15

14：00～16：30
16：30～17：00

TGS2015 DAY-2 オープニング
TGS出展タイトル特集③
TGS出展タイトル特集④
TGS出展タイトル特集⑤
『攻殻機動隊 新劇場版 Virtual Reality Diver』制作発表会
[提供：プロダクション・アイジー.]
センス・オブ・ワンダー ナイト2015
TGS2015 DAY-2 エンディング

●9月19日（土）
10：00～10：30
10：30～11：30
11：30～12：15
12：30～13：15
14：00～14：45
15：00～15：45
16：00～16：45
16：45～17：00
18：30～20：00
10：00～16：30
（別チャンネル）

TGS2015 DAY-3 オープニング
日本ゲーム大賞2015 「アマチュア部門」発表授賞式
TGS出展タイトル特集⑥
TGS出展タイトル特集⑦
TGS出展タイトル特集⑧
TGS出展タイトル特集⑨
TGS出展タイトル特集⑩
TGS2015 DAY-3 エンディング
Cosplay Collection Night @TGS
eスポーツゲーム競技会「Cyber Games Asia」を終日ライブ配信
『サドンアタック』／『アラド戦記』

●9月20日（日）
10：00～10：30
10：30～11：20
12：00～12：55
13：00～13：55
15：30～16：25
16：30～17：00
10：00～17：00
（別チャンネル）

TGS2015 DAY-4 オープニング
Cygames Presents GRANBLUE FANTASY SPECIAL CONCERT
[提供：Cygames]
TGS出展タイトルゲーム実況①
TGS出展タイトルゲーム実況②
TGS出展タイトルゲーム実況③
TGS2015 DAY-4 エンディング
eスポーツゲーム競技会「Cyber Games Asia」を終日ライブ配信
『Alliance of Valiant Arms (AVA)』／『LORD of VERMILION ARENA (LoVA)』

13：30～14：00

※内容、スケジュール等は予告なく変更、中止となる場合があります。
※海外向け公式動画チャンネルは、公式ウェブサイト英語版（ http://tgs.cesa.or.jp/en ）をご覧ください。
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