
 

 

未来は、まずゲームにやって来る。 

東京ゲームショウ2020 オンライン: https://tgs.cesa.or.jp/  
 

  

 
           

 

報道関係各位                                                     2020年9月1日 

 
TGS2020 ONLINE 開催情報  

402社の出展が決定、 

番組ライブ配信のタイムテーブルを発表 
公式サイトを本日公開、Amazon特設会場は明日プレオープン 

メインビジュアル公開、「e-Sports X」競技タイトル発表  

 
 

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会 

 

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：早川 英樹）は、9月23日（水）から27

日（日）に開催する「東京ゲームショウ2020 オンライン」（略称：TGS2020 ONLINE」の、9月1日現在の「出展社」

「公式出展社番組」に関する各種情報を本日発表し、TGS2020 ONLINE公式サイト（実施サイト：

https://tgs.cesa.or.jp/ ）で公開しました。 

9月1日現在、TGS2020 ONLINE出展企業・団体数は402社となり、国内は204社、海外は198社となります。各

社の出展概要、紹介するゲームタイトルやサービス、会期中に提供する情報を、公式サイト内「出展社一覧」「出

展社紹介ページ」」にて公開しました。家庭用ゲーム機、スマートフォン、PCなど多彩なプラットフォームに向け

て、話題の新作やeスポーツ採用タイトル、VR（仮想現実）に対応した最先端のゲームなど、幅広いジャンルのゲ

ーム関連情報を提供します。 

 

TGS2020 ONLINEのメインコンテンツとなる「公式出展社番組」への参加企業は34社（国内29社、海外5社）に

上り、36の番組を9月24日から27日にライブ配信することが決定しました。その出展社名とタイムテーブルを本日

発表し、番組タイトル、番組概要につきましては9月1日時点の情報を発表します。 

 

「公式出展社番組」を視聴できる動画プラットフォームは、YouTube、Twitter、Twitch、niconico、TikTok Live、

Douyu（中国）、Bilibili（中国）、Douyin（中国）等のほか、Amazon特設会場（Amazon.co.jp）上でもご覧いただけま

す。一部の番組については海外向けに、英語、中国語でも配信いたします。 

 

また、メインビジュアル、ｅスポーツ競技会「e-Sports X（クロス）」の4つの競技タイトルについても本日公開しま

す。 

 

 

 

https://tgs.cesa.or.jp/
https://tgs.cesa.or.jp/
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～最新情報を公式サイトで公開！～  

https://tgs.cesa.or.jp/ 

 

 

出展各社が紹介する「ゲームタイトル」や「最新情報」等については、公式サイト内「出展社」ページにて随時ア

ップデートします。「公式出展社番組」最新情報については、公式サイト内「公式番組」にて随時アップデートしま

す。 

 

【出展社情報】 

TGS2020 ONLINE出展企業・団体数（9月1日現在）：402社（国内204社、海外198社） 

  

https://tgs.cesa.or.jp/
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【「公式出展社番組」情報】 

「公式出展社番組」参加企業は34社（国内29社、海外5社）、番組数は36。 

下記が「番組配信タイムテーブル（予定）」となります。 

 

「公式出展社番組 配信タイムテーブル（予定）」 

（番組内容は9月1日時点の公開情報です。最新情報については随時、公式サイトでアップデートい

たします） 

 

 

 

●9月24日（木） 

 

21:00-21:50 日本マイクロソフト 

「Xbox Tokyo Game Show Showcase 2020」 

Xbox Tokyo Game Show Showcaseでは、ゲームを愛するすべての方に楽しんでいただける内容

をお届けします。 

 

22:00-22:50 スクウェア・エニックス 

 

23:00-23:50 Lightning Games 

「霹靂一閃！Lightning gamesが送る傑作３選」 

パブリッシャー界の新参者Lightning Gamesが登場！3つの新作を持ってきました!作品の裏にある 

開発ストーリーと実機ゲームプレイが一気に大公開ーーぜひ、お見逃しなく！ 
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●9月25日（金） 

 

12:00-12:50 GameraGame 

「ガメラゲーム・ナウ！～Tokyo Game Showスペシャル〜」 

中国から世界デビュー！面白くてイノベーティブなインディゲームをお届けします。ゲームパブリッシ

ャーガメラゲームからの最新コレクションをご覧ください。 

 

13:00-13:50 華為技術日本 

 

14:00-14:50 ルネサンス高等学校グループ 

「ルネサンス高等学校グループ eスポーツコース」 

ルネサンス高等学校グループeスポーツコースでは、高校としてのeスポーツへのこれまでの取り組

み、高校生がeスポーツを学ぶことについての意義や、eスポーツコース生の日常を紹介いたします。 

 

15:00-15:50 ソフトバンク 

「狩野英孝と加藤純一が初コラボ！ 話題のゲームを実況プレイ！」 

狩野英孝さんと加藤純一さんが初コラボ！クラウドゲーミングサービス「GeForce NOW Powered 

by SoftBank」を使ってゲーム実況に挑戦します。 

 

16:00-16:50 Lilith Games 

「【TGS2020】“AFK アリーナ×ライキン”TGSスペシャル公式生放送 （仮）」 

2020年9月24日（木）から27日（日）まで開催される東京ゲームショウ2020！ 

Lilith Gamesからは「AFKアリーナ」及び「Rise of Kingdoms ―万国覚醒―」の紹介や最新ゲーム

情報をお届けしていきます！ 

 

17:00-17:50 ベンキュージャパン 

 「ベンキュージャパン株式会社 新ブランド発表会（仮）」 

          BenQから新ブランドの発表！今まで数多くのモニターを取り扱ってきたBenQだからこそ出来る、

集大成と言っても過言ではない技術の集結！その新ブランドにまつわる新製品ラインナップにつ

いても詳しくお伝えいたします。 

 

18:00-18:50 DMM GAMES 

「DMM GAMES 新作タイトル発表会（仮）」 

DMM GAMESからリリース・発売されるゲームの情報をいち早く公開！東京ゲームショウオンライン

で初めて情報を公開するタイトルも多数発表！ 

 

20:00-20:50 セガ/アトラス 

「セガアトラスTV」 

セガ／アトラスは、話題の発売中タイトルはもちろん、この秋より発売、配信されるタイトルを多数

ラインナップ。セガ60周年を記念した特別企画や、多彩なゲストをお招きし最新情報をお伝えする

配信番組など、TGSの出展内容をご紹介！ 
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21:00-21:50 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 

「ガンホーTGS公式特番（仮）」 

ガンホーが送るTGS2020 ONLINEスペシャル番組です。豪華ゲストによるガンホーの情報盛りだく

さんでお届けいたします。ぜひご覧ください。 

 

22:00-22:50 カプコン 

「CAPCOM スペシャルプログラム」 

『バイオハザード ヴィレッジ』をはじめとした最新のゲーム情報をお届けいたします！ 

 

23:00-23:50 マウスコンピューター 

「mouse.tv（仮）」 

ゲーム大好きを共通のワードとする有名人が本番組に出演！ 

異常な程のゲーム愛を語るトークセッションや、ゲスト同士が協力し合って視聴者の為にゲームを

プレイするなど濃い50分 

 

24:00-24:50 Efun 

「『イリュージョンコネクト』を大解剖、Efunが来年リリース予定の2タイトル初公開（仮）」 

「イリュージョンコネクト」の事前登録情報やゲームシステムを一挙公開。 

Efunが来年リリース予定の2タイトルや「ステラクロニクル」の最新情報もお見逃しなく。 

 

25:00-25:50 富士通コネクテッドテクノロジーズ 

「Presented by arrows 矢祭 YASAI TGS出張版（仮）」 

arrows 5G モバイル端末を使用したeスポーツバラエティ番組をお届け。 

 

 

●9月26日（土） 

 

11:00-11:50 ディースリー・パブリッシャー 

「四角い地球を救え！『デジボク地球防衛軍』TGS2020オンライン生放送（仮）」 

2020年発売予定のEDFシリーズ最新作『デジボク地球防衛軍』の特徴や魅力などを実機を使い

ながら詳しくご紹介。とっても気になる”あの”タイトルの話題も番組中に飛び出すかも！？ ぜひ

ご期待ください。 

 

12:00-13:50 ハピネット 

「Happinet GAME SHOWCASE in TGS2020」 

ハピネットが国内の販売を担う様々な新作タイトル情報を一挙公開予定。 

未公開情報の紹介や、PV、ゲームプレイ動画等バラエティーに富んだ番組を企画中。 

是非楽しみにご覧ください。 

 

14:00-14:50 スパイク・チュンソフト 

「『サイバーパンク2077』 Night City Wire 日本特別放送」 

11月19日発売予定のオープンワールドRPG『サイバーパンク2077』の情報をお届けする 

生放送番組。海外で配信されている「Night City Wire」最新情報に加え、日本語版の 

ゲームプレイ映像を交えて本作の魅力を紹介。 
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15:00-16:50 レベルファイブ 

「LEVEL5 TGS2020 Special Meeting」 

協力プレイ型ロボットアクションRPG『メガトン級ムサシ』、好評配信中の 

学園生活RPG『妖怪学園Y ～ワイワイ学園生活～』、レベルファイブ×ネットマーブルで贈る 

ファンタジーアートRPG『二ノ国：Cross Worlds』の3タイトルを中心に、 

レベルファイブの最新情報を大紹介！ 

 

17:00-17:50 グリー 

「GREE ANIMATION GAME SHOW 2020」 

グリーが協力しているアニメのゲームをご紹介する番組です。 

 

18:00-18:50 Cygames 

「シャドウバース チャンピオンズバトル TGS2020 スペシャル生放送」 

Cygamesから発売されるNintendo Switch専用ソフト『シャドウバース チャンピオンズバトル』の特

別生放送！ 

豪華キャストをお迎えし、ゲームの魅力や最新情報など、盛りだくさんでお届け！ 

 

20:00-20:50 KONAMI 

「KONAMI情報番組」 

9月26日（土）20：00～ KONAMI最新情報をいち早くお届けします。 

 

21:00-22:50 コーエーテクモゲームス 

「TGS2020コーエーテクモ２大タイトル特別番組」 

＜取り扱いタイトル＞『ライザのアトリエ２～失われた伝承と秘密の妖精～』『？？？』後日公開！」 

＜番組前半＞ 

「アトリエ」シリーズ初の主人公続投タイトル『ライザのアトリエ２』初の生放送番組です。 

・PV初公開 

・世界初 実機プレイなど  「初めて」の要素満載でお届けします。 

ゲストについては、後日発表！お楽しみに！ 

＜番組後半＞ 

後日公開！ 

 

23:00-23:50 アイ・オー・データ機器 

「やっぱりゲームは楽しい！ アイ・オーでおうちゲームをアップデート！（仮）」 

アイ・オー・データでは、ゲームの「プレイ」から「練習」、「配信」までをさまざまなデバイスでサポート。 

ゲーマーのみなさんの「いまよりちょっとだけアップデート」を応援するアイテムをご紹介いたします。 

 

24:00-24:50 Tencent Games 

「テンセントゲームズが贈る2つの大作、ドラブラと聖闘士星矢で今夜を盛り上がろ！（仮）」 

番組の詳細はまだ公開されていません、乞うご期待ください。 
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●9月27日（日） 

 

11:00-11:50 LINEKONG 

「不滅のIPの継続！ イース神話のスマホゲーム時代を開く（仮）」 

1、イースシリーズの開発履歴と関連紹介；                                   

2、イースVIIIスマホゲーム設定など最新情報公開；                               

3、斬新バージョンをお試しください！ 

 

12:00-12:50 日本電子専門学校 

「日本電子専門学校 -TOKYO GAME SHOW 2020-（仮）」 

日本電子専門学校はTOKYO GAME SHOW25年連続出展！ゲーム３学科の学生作品を余すとこ

ろなくご紹介します。毎年ご好評頂いている「Aim Racing」をはじめ、今年も多彩なゲームが集結し

ました。どうぞご覧ください！ 

 

13:00-13:50 アクア 

 「eスポーツの『現代』と『未来』がわかる番組「エレスポ」 特別版（仮）」 

eスポーツ番組「エレスポ」の特別版として今回、e-sports生放送対決を行います！ 

ゲームタイトル、出演者は乞うご期待！ 

 

14:00-14:50 AKRacing 

「AKRacing Presents ケイン・吉村・みちょぱのトークコーナー（仮）」 

AKRacingオフィシャルアンバサダーであるアクション俳優ケイン・コスギさんと平成ノブシコブシの

吉村さん、タレントみちょぱさんによるトークショー 

 

15:00-15:50 コーエーテクモゲームス 

「TGS2020コーエーテクモ特別番組『真・三國無双』20周年記念番組」 

「真・三國無双」シリーズ20周年記念番組を生放送！ 

これまでの軌跡を振り返るトークや周年記念企画の紹介、「真・三國無双」シリーズの 

新タイトル2作品の発表など、盛りだくさんでお届けします。 

■出演者 後日公開予定 

 

16:00-16:50 KONAMI 

「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～」 

11月19日（木）発売、Nintendo Switch「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～」の 

スペシャル番組をお届けします。 

 

17:00-18:50 バンダイナムコエンターテインメント 

「ソードアート・オンライン／SCARLET NEXUS（スカーレットネクサス）特番 （仮） 」  

今年も「ソードアート・オンライン」は、TGS特番を生配信！ ゲストに松岡禎丞さん（キリト役）、 

日高里菜さん（シリカ役）をお招きして、原作・アニメ・ゲーム情報をお届け！ 

新作アクションRPG「SCARLET NEXUS（スカーレットネクサス）」の特番を生配信！ 

後半は、新作アクションRPG「SCARLET NEXUS（スカーレットネクサス）」の特番を生配信！ 

豪華ゲストをお招きしてゲーム情報をお届け！ 

ゲスト：声優・ 榎木淳弥さん（ユイト・スメラギ役）／声優・ 瀬戸麻沙美さん（カサネ・ランドール役）    
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20:00-20:50 KLabGames 

          「BLEACH Brave Souls  ”卍解” 生放送 TGSオンラインスペシャル!!」 

          『BLEACH Brave Souls ”卍解” 生放送 』がTGS2020オンラインに登場！『視聴者参加型の 

共闘コーナー』や『ブレソルニュースコーナー』など、盛りだくさんの内容でお届けします。 

 

21:00-21:50 miHoYo 

             「TGS2020 原神リリース前夜！特別放送！（仮）」 

          原神リリース前夜のTGS特別放送！ 

          翌日の9月28日にmiHoYoの新ゲームタイトル「原神」が全世界同時リリース予定です！ 

          新世代のオープンワールドRPG「原神」の魅力を余すことなくお伝えいたします。 

 

22:00-23:50 PUBG 

「PUBG JAPAN Esports conference 2020」 

PUBGがこれまで日本で行ってきたEsports展開の軌跡、さらには今後の取り組みをご紹介いたし

ます。 

 

 

 
 

  



 

 

9 

■メインビジュアルが決定 
 

TGS2020 ONLINEのメインビジュアルが決定しました。メインビジュアルの制作はイラストレーターのくっか氏が

担当しました。 2020年のテーマ「未来は、まずゲームにやって来る。」 を表現しています。 このメインビジュアル

は、TGS2020 ONLINE象徴として、 各所に登場します。どうぞご期待ください。 

 

 

 

●キービジュアルに込めた想い くっか（Kukka）氏 

今まで10年間、形部一平さんがメインビジュアルを担当されていたことを存じておりましたので、 

お話しをいただいた時、私でいいんだろうか…と最初に恐れ多くてびっくりしました。 

ご縁を頂いたことがとても嬉しく光栄です！2020年と色々節目のメインにふさわしいように全力を尽くしました。 

テーマは「未来は、まずゲームにやってくる」ということでスカッと爽やかに切り開いていくイメージを躍動感と色彩

で表現しました。 

新しいものがみるみる変わって生まれていく世の中ですが、ゲームでどんどん世界を切り開いていってほしいで

す。 

 

●くっか氏プロフィール 

1995年生まれ。五島出身。 

代表作は八目迷 著「夏へのトンネルさよならの出口」(ガガガ文庫) 、斜線堂有紀 著「私

が大好きな小説家を殺すまで」(KADOKAWA文庫) 

書籍の装画等を担当。楽曲ではAfter the RainのCDジャケットなど、楽曲イラスト等も担

当している。個人では様々なテーマの世界観をイラストで表現し創作活動している。 

KADOKAWAより画集「KUKKA」を刊行(2020年9月下旬予定)。 
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■「TGS2020 ONLINE Amazon特設会場ページ」が明日9/2からプレオープン 
 

 

今年は初めてAmazon.co.jp内に特設会場ページを設け、9月24日（木）から4日間にわたり、TGS公式番組や、

公式出展社番組、eスポーツ大会、日本ゲーム大賞の発表、インディーゲーム開発者向け企画などを配信する

ほか、商品や関連グッズの販売ページ、Amazon特設会場独自の出展社ページも設置いたします。TGS2020 

ONLINEが提供するコンテンツの多くが、Amazon特設会場ではライブで視聴できることになります。 

明日、9/2よりAmazon特設会場ページがプレオープンいたします。 

 

Amazon特設会場開催日：9月24日（木）～27日（日） 

Amazon内TGS特設会場サイト（https://www.amazon.co.jp/adlp/tokyogameshow2020） 

 
 

  

https://www.amazon.co.jp/adlp/tokyogameshow2020
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■TGS2020 ONLINE eスポーツ競技会「e-Sports X」を開催 
 
毎年大盛況のeスポーツ競技大会「e-Sports X」も今年はオンラインで開催します。9月24日（木）～27日（日）

の4日間、大人から子どもまで楽しめる４つの競技大会を実施します。各競技大会の見どころがわかるナビ番組

もぜひご覧ください。 

 

開催日        9月24日（木）～27日（日） 

配信サイト ■TGS2020 ONLINE公式各チャンネルで配信予定 

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UClFyIegrk4g6CFqGYCwTViA 

Twitter ：https://twitter.com/tokyo_game_show 

Twitch  ：https://www.twitch.tv/tgs_esports1 

※その他プラットフォームでの配信も検討中 

 

■Amazon内TGS特設会場（https://www.amazon.co.jp/adlp/tokyogameshow2020）内 

    e-Sports X STAGE ：https://www.amazon.co.jp/adlp/tgs2020esportsxstage 

 

※Amazon特設会場では、日本eスポーツ連合（JeSU）が主催する「JAPAN eSPORTS 

GRAND PRIX」（日本eスポーツ選抜競技大会） も配信いたします。 

JeSU STAGE：https://www.amazon.co.jp/adlp/tgs2020esportsjesustage 

 
 
「e-Sports X」実施予定大会（予定） 

 
9月25日(金) 23:00-26:00 

ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2020 第1節 開幕戦 
ストリートファイターV チャンピオンエディションで行われている日本最高峰のチームリーグ戦の2020年開幕戦！

「レジェンドプレイヤー：ウメハラ」や「東大卒プロゲーマー：ときど」をはじめとする「ストリートファイターV」ジャパン

・eスポーツ・プロライセンスを保有する世界トップレベルの選手たちと、リーグ参加を目指し予選認定大会を勝ち

残ってきた猛者たちがドリームチームを結成！名誉や賞金を懸けた熾烈な戦いの火蓋がいま切って落とされ

る！ 

■大会運営 カプコン 

 

 

9月26日(土) 18:00-21:00 

パズドラチャンピオンズカップ TGS2020 ONLINE 
『パズドラ』プロ選手による賞金制大会「パズドラチャンピオンズカップ TGS2020 ONLIN」が開幕‼ 

総勢13名のプロゲーマーによる最強バトルの決勝大会を2020年9月26日(土)に「e-Sports X STAGE」にてLIVE

配信を行います。 

当日行われる予選大会の勝者4名から2020年の新たな王者が誕生‼  

トップレベルの戦略＆パズルテクニックが飛び交う至高の対戦バトルをぜひご覧ください!! 

■大会運営 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UClFyIegrk4g6CFqGYCwTViA
https://twitter.com/tokyo_game_show
https://www.twitch.tv/tgs_esports1
https://www.amazon.co.jp/adlp/tokyogameshow2020
https://www.amazon.co.jp/adlp/tgs2020esportsxstage
https://www.amazon.co.jp/adlp/tgs2020esportsjesustage
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9月26日(土) 21:00-24:00 

マジック：ザ・ギャザリング アリーナ 
土曜夜の緊急"MTG"！ 
議題『にじさんじ／プロゲーマーがハマる元祖トレーディングカードゲームについて』 
にじさんじ所属の人気VTuberたちによるMTGアリーナ対戦企画を生放送！ ワイワイ楽しく遊びながらも、虎視

眈々と勝利を狙う……!? 

番組後半では日本のマジック・プロゲーマーがマジック：ザ・ギャザリングの魅力を語り尽くします。さらに最新セッ

ト『ゼンディカーの夜明け』を実際にプレイしながらの徹底討論会も実施予定！ 

■大会運営 ウィザーズ・オブ・ザ・コースト 

 

9月27日(日) 19:00-22:00 

Red Bull Untapped Japan Qualifier by マジック：ザ・ギャザリング アリーナ  
Red Bull Untappedは、全てのマジック：ザ・ギャザリング アリーナのプレーヤーのための世界大会であり、その

日本大会が9月26日、27日の２日間で開催され、TOP8以降のトーナメントは、東京ゲームショウ、e-Sports X内

で9月27日に実施されます。日本代表の称号は一体誰の手に！？ 

全てのマジック：ザ・ギャザリング アリーナのプレーヤーに翼をさずける。 

■大会運営 Red Bull TV 

 

 

■TGS2020 ONLINEの特別協賛として2社が決定 
 
「MONSTER ENERGY」（オフィシャルドリンクパートナー）、「QUOカード Pay（クオ・カード ペイ）」（オフィシャル

プレミアムギフトパートナー）がTGS2020 ONLINEを支える「特別協賛」となることが決定しました。 

 

 

 

 

 

「MONSTER ENERGY（モンスターエナジー）」は、2002年に米国で発売されて以来、世界各国で販売されている

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、ミュージックシーンのみならず、ゲームシーンも積極的

にサポートしています。東京ゲームショウでは7年連続でオフィシャルドリンクスポンサーを務めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

「QUOカード Pay（クオ・カード ペイ）」は、スマホで贈れる便利なデジタルギフト。アプリ不要で簡単に使うことが

でき、全国のローソン、東急ハンズ、サンドラッグ、松屋、吉野家などでご利用いただけます。 
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■オンライン商談会(9月23～27日)に参加できる有料パスを発売中 

有料参加者パスは２種類あります。 

 

★来場者用「TGSビジネスマッチングシステム」ゴールドパス：  

商談を申し込める相手は、東京ゲームショウ2020 オンラインの出展社（300社以上、国内外）と、他の来場者。 

パス登録料： 27,500円（1アカウントあたり・税込） 

登録・申込は： 

https://tgs.cesa.or.jp/tgsmatch2020/goldpass/ 

 

 

★来場者用「TGSビジネスマッチングシステム」一般パス：  

商談を申し込める相手は、東京ゲームショウ2020 オンラインの出展社（300社以上、国内外）。 

パス登録料： 11,000円（1アカウントあたり・税込） 

登録・申込は： 

https://tgs.cesa.or.jp/tgsmatch2020/visitor/ 

 

・いずれも、ゲームビジネス関係者（ゲーム関連企業にお勤めの方、ゲーム関連のお仕事に従事されてい

る方、流通関係者など）が個人でも参加いただけるパスです。 

・ご購入の際は、購入いただくご本人のメールアドレスでお一人ずつご登録ください。団体申込は受け付け

ておりません。 

・1つの登録につき、登録された1名様のみ有効です。 

・商談が可能なのは会期の5日間＜9/23（水）・24（木）・25（金）・26（土）・27（日）＞です。 

・パスのお支払いはクレジットカードのみの決済となります。決済後のキャンセルはできません。 

 
TGS2020 ONLINEの追加情報やそのほかの詳細などにつきましては、決定次第、公式サイト

（ https://tgs.cesa.or.jp/ ）およびプレスリリース等で発表する予定です。 

 

■「東京ゲームショウ 2020 オンライン」 概要                                  

名 称 ： 東京ゲームショウ2020 オンライン （TOKYO GAME SHOW 2020 ONLINE） 

 

実施サイト ：   公式サイト  https://tgs.cesa.or.jp/ 

 

  Amazon特設会場 https://www.amazon.co.jp/adlp/tokyogameshow2020 

  ※9月2日にプレオープン（ティザーサイトを公開） 
 
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 ： 株式会社 日経BP、株式会社 電通 

 
後 援 ： 経済産業省（予定） 

 
会 期 ： 2020年9月23日（水）～27日（日） 

           ※9月23日は「オンライン商談」のみ 

 

※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 

https://tgs.cesa.or.jp/tgsmatch2020/goldpass/
https://tgs.cesa.or.jp/tgsmatch2020/visitor/
https://tgs.cesa.or.jp/
https://tgs.cesa.or.jp/
https://www.amazon.co.jp/adlp/tokyogameshow2020

