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それでも、僕らにはゲームがある。 

 

報道関係各位                                                      2021年9月30日 

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会 

 
東京ゲームショウ2021 オンライン 本日開幕！  

351社が出展 

4日間で46本の番組を配信！ 
ゲーム関連商品・TGS公式グッズが買えるAmazon特設会場オープン 

ＶＲ会場「TGSVR2021」スタート／無料体験版232本配信  

プレス・インフルエンサー向け試遊・展示エリア本日開場  
 

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、本日9月30日（木）から

10月3日（日）までの4日間、東京ゲームショウ2021 オンライン（略称：TGS2021 ONLINE）を開催いたします＜

https://tgs.cesa.or.jp/＞。 

会期中は、公式番組（主催者番組／公式出展社番組など）の配信、Amazon特設会場でのゲーム関連商品・

TGS公式グッズの販売を実施し、家庭用ゲーム機、スマートフォン、PCなどさまざまなプラットフォームに向けた新作タイトルや、

幅広いゲーム関連情報を発信いたします。 

さらに、本日、東京ゲームショウ初となる仮想空間「TGSVR2021」がオープンしたほか、ゲームファンが新作タイトル等の体

験版を無料ダウンロードして遊べる「体験版無料トライアル」の参加タイトルがすべて公開。プレスおよびインフルエンサーが取

材や新作タイトルの試遊ができるオフライン会場（リアル会場）も開場いたしました。 

TGS2021 ONLINEの出展企業・団体数は351社。出展社数の地域別内訳は、国内が160社、海外が国内を上回

る191社となりました。出展企業・団体数が多い主な国・地域は、韓国（32社）、台湾（19社）、中国（17社）、米

国（17社）、ポーランド（9社）、チリ（8社）、マレーシア（8社）、カナダ（7社）、スペイン（7社）、チェコ（6社）、

ドイツ（6社）です。 

公式番組は、オフィシャルサポーターのマヂカルラブリーをお迎えするオープニング番組を皮切りにスタート。会期4日間にわた

って、基調講演、センス・オブ・ワンダー ナイト、「日本ゲーム大賞」各部門の発表・授賞など主催者番組10本と、出展社番

組36本を合わせた46本を配信します。なお、番組の視聴にあたって事前登録やログインの必要はなく、無料でお楽しみいた

だけます。 

TGS2021 ONLINEは、「それでも、僕らにはゲームがある。」をテーマに開催。日々の生活や活動が制限されるなか、ゲ

ームが持つ魅力や、ゲームだからこそ実現できることをオンライン、オフラインを通して発信いたします。TGS2021 ONLINEの

4日間をぜひお楽しみください。 

https://tgs.cesa.or.jp/
https://tgs.cesa.or.jp/
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TGS2021 ONLINE の情報は公式サイトで公開中！（https://tgs.cesa.or.jp/） 

■オンライン展示会場の出展社数および出展タイトル・製品・サービス数  

出展企業・団体数：351社（昨年 424社） 

 国内160社（昨年 203社） 海外191社（昨年 221社） 

出展タイトル・製品・サービス数：2223 

https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2021/exhibition/list_genre.html  

 

東京ゲームショウ 2021 オンライン 出展国・地域  ※50 音順 

 アジア・オセアニア（12）                                                                           

インド インドネシア オーストラリア 韓国 シンガポール タイ 台湾 

中国 香港 マカオ マレーシア 日本   

 北中南米（９） 中東 （１） 

アルゼンチン エルサルバドル カナダ コロンビア チリ ブラジル イスラエル 

米国 ペルー メキシコ     

 欧州（18） 

イタリア 英国 オランダ キプロス スイス スウェーデン スペイン 

セルビア チェコ デンマーク ドイツ フィンランド フランス ブルガリア 

ベルギー ポーランド ラトビア ロシア   

■公式番組を 4 日間にわたって配信                           

会期4日間に配信する公式番組は46番組。YouTube、Twitter、ニコニコ、Twitch、Facebook、TikTok Liveなど、

さまざまな動画プラットフォームで配信。海外に向けては、DouYu（中国）、bilibili（中国）、Douyin（中国）、

HUYA（中国）、IGN（米国）といったプラットフォーマー／メディアと連携して配信。そのほか、Amazon特設会場

（Amazon.co.jp）やSteamのTGS特別ページ上でもご覧いただけます。 

また、ほとんどの番組は日本語配信のほかに、英語の同時通訳版や字幕付き版も配信。一部の番組は、中国語の同時

通訳付きや多言語字幕付きなどもあり、海外の方々にもご視聴いただけるようにしています。 

https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2021/contents/program.html 
 

【プラットフォーム別番組視聴URL一覧】 

●YouTube公式チャンネル https://www.youtube.com/channel/UClFyIegrk4g6CFqGYCwTViA 

●Twitter公式アカウント https://twitter.com/tokyo_game_show 

●ニコニコ特設ページ https://site.nicovideo.jp/tgs2021/ 

●Twitch公式アカウント https://www.twitch.tv/tokyogameshow1 

●Facebook公式アカウント https://www.facebook.com/tokyogameshow  

●TikTok Live 公式アカウント https://www.tiktok.com/@tokyogameshow.official  

●Amazon特設会場サイト https://www.amazon.co.jp/tgs 

●Steam TGS特設ページ https://store.steampowered.com/sale/TGS2021  

●TGSVR2021 https://tgsvr.com/  

https://tgs.cesa.or.jp/
https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2021/exhibition/list_genre.html
https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2021/contents/program.html
https://www.youtube.com/channel/UClFyIegrk4g6CFqGYCwTViA
https://twitter.com/tokyo_game_show
https://site.nicovideo.jp/tgs2021/
https://www.twitch.tv/tokyogameshow1
https://www.facebook.com/tokyogameshow
https://www.tiktok.com/@tokyogameshow.official
https://www.amazon.co.jp/tgs
https://store.steampowered.com/sale/TGS2021
https://tgsvr.com/
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【公式番組一覧】 
 
●9月30日（木） 
 

10:00-10:50 主催者番組 

オープニング番組「今から始まるよスペシャル！TGS2021 ONLINE」 

オフィシャルサポーターのマヂカルラブリーをお迎えして、総合MCの3人とともにTGS4日間の見どころを解説します。 

 

11:00-11:50 主催者番組 

基調講演「それでも、僕らにはゲームがある。」 

2021年、東京ゲームショウは25周年を迎えます。今後25年でゲームはどこに行くのか？ 何がどう変わっていくのか？ 今

ゲームの世界に起こっている大変革について、ゲームクリエイターたちが語ります。 

 

12:00-12:50 GameraGame 

Gamera Game Now Tokyo Game Show 2021 スペシャル 

中国のインディーゲームパブリッシャー「Gamera Game」が『ダイソンスフィアプログラム』を含む数十タイトルを持ってまたやっ

て来た！全世界で販売本数150万を突破した大人気のサンドボックス基地建設ゲーム、『ダイソンスフィアプログラム』の最

新情報を公開。新システムも鋭意制作中。エジプト神話を背景にしたローグライクタクティカルゲーム、『Warriors of the 

Nile ~太陽の勇士~2』を公開。その他にもたくさんの新作、新情報を一挙公開！ 

 

13:00-13:50 SNK 

KOF XVスペシャルプログラム 

2022年2月17日発売の新作格闘ゲーム『KOF XV』の最新情報を紹介！ 
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人気格闘ゲーム専門番組「格ゲー喫茶ハメじゅん」とタイアップした「KOF XVスペシャルプログラム」を配信。番組でお馴染

みのハメコ。さん、ゴールデンボンバーの歌広場淳さんに加え、開発スタッフやKOFトッププレイヤーが出演。キャラクター発表

やゲームシステムの紹介、初の実戦プレイ披露など『KOF XV』の魅力満載でお伝えします。 

 

16:00-16:50 SK Telecom 

SKT Games Live streaming 

韓国の通信サービスプロバイダーのリーディングカンパニーであり、世界に5Gを提供する最初の通信会社によるゲーム紹

介！ 紹介ゲームのラインナップは、『ANVIL』『Little Witch in the Woods』『VaporWorld』。SKTは2020年より複

数のゲームを立ち上げ、自社ゲームベンチャーに参加してくれるパートナーを探しています。 

 

17:00-17:50 Team Madness Games 

TEAM MADNESS GAMES' LIVE Streaming 

Team Madness GamesのCEOがデビューゲーム『It’s Mealtime!』について詳しく解説！ 今後の展望も！ （日本

語字幕入り） 

 

18:00-18:50 マイクロソフト 

Tokyo Game Show 2021 Xbox Live Stream 

Tokyo Game Show 2021 Xbox Live Stream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。ここでしか聞けない様々な発表をお楽しみに！ 

 

19:00-19:50 KONAMI 

【KONAMI】 最新情報一気見せ！遊戯王マスターデュエルなど盛りだくさん！ 

「TOKYO GAME SHOW 2021 ONLINE」KONAMI 特別番組！「遊戯王マスターデュエル」を含む様々なコンテンツ

の最新情報をお届け！その他紹介ゲームの詳細はKONAMIのTGS特設サイトへ！！あなたの気になるあのゲーム

も！？お楽しみに！ 

★KONAMI 東京ゲームショウ 2021 オンライン 特設サイト★

https://www.konami.com/games/event/tgs/?lang=ja 

※番組内はすべて日本語で配信予定です。 

※動画に含まれる情報は公開日時点のものです。 

 (c)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI 

 (c)Konami Digital Entertainment 

 

20:00-20:50 スパイク・チュンソフト 

Spike Chunsoft TGS2021 SPECIAL 

スパイク・チュンソフトのゲーム情報を、盛りだくさんでお届け！番組MCに、モデル活動に加えお天気キャスターとしても活躍

中の貴島明日香さん、eスポーツアナウンサーの平岩康佑さんを迎え、発売間近のNintendo Switch版『ダンガンロンパ 

トリロジーパック + ハッピーダンガンロンパＳ』、全世界が注目する話題作PlayStation5/PlayStation4版『ダイイングラ

イト2 ステイ ヒューマン』ほか、数多くのタイトルについて最新情報をお知らせします。貴島さんによる『ハッピーダンガンロンパ

Ｓ』の実機プレイは世界初公開です！ 

 

21:00-21:50 ディースリー・パブリッシャー 

ディースリー・パブリッシャー公式出展社番組(9/30)【TGS2021】 

EDFナンバリング最新作『地球防衛軍６』の情報を中心に実機によるゲームプレイを交えながらご紹介！  

発売直前の『地球防衛軍３ for Nintendo Switch』のマルチプレイの魅力など、EDF関連の情報満載で楽しくTGS生

放送をお届けしてまいります。 
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22:00-22:50 カプコン 

TGS2021 カプコン オンラインプログラム モンスターハンタースポットライト 

発表されたばかりの『モンスターハンターライズ：サンブレイク』について、タイトルの概要や世界観などの追加情報を開発陣

よりご紹介いたします。また、『モンスターハンターライズ』の制作の裏側を語る開発秘話コーナーや、ゲーム内ミュージックなど

を様々な演出と共に楽しめる音楽ライブコーナーを特別にご用意！初お披露目のボーナストラックもありますので、ぜひご堪

能ください。 

 

23:00-23:50 イザナギゲームズ 

『冤罪執行遊戯ユルキル』公式アンバサダー伊織もえ出演・ビンもえ特番！ イザナギゲームズに新・展・開！？ 

なななんと！伊織もえさんが『冤罪執行遊戯ユルキル』公式アンバサダーに就任！ イザナギゲームズ待望の新作『冤罪執

行遊戯ユルキル』の最新情報を伊織もえさんの実機でのゲームプレイと共に幕張メッセからLIVEでお届け！！ 果たして伊

織もえさんのコスプレ姿は拝めるのか…？（岡恵一だったらどうしよう…） さらに！春秋千石役・江口拓也さんと莇リナ

役・早見沙織さんからのスペシャルコメント映像も…！ ご覧いただくみなさまのために、伊織もえさん、江口拓也さん、早見

沙織さんからのプレゼントもご用意！ さらに番組後半にはイザナギゲームズの新たなチャレンジの発表もある…とかないと

か？！ ビンもえ☆イザナギゲームズにアテンションプリーズ！  

      

●10月1日（金） 
 

10:00-10:50 主催者番組 

IGN JAPAN Presents「IGNグローバルに聞く：世界のゲーマーは日本のゲームをどう見てますか？」 

日本はゲームの歴史の中で最も象徴的なフランチャイズの多くを生み出してきました。世界中のゲーマーは、その日本のゲー

ムを実際どう見ているのだろうか？ IGN JAPANがプロデュースする本番組で答えをお届けします。30地域近くで25言語

に対応する、世界最大級のゲームニュースサイトであるIGN。米国、中国、欧州、東南アジア――IGNグローバルの編集

者に各リージョンのゲームシーンについて聞きながら、現地のゲーマーにとって重要な日本産ゲームについて聞きます。さらに、

それらのコメントに対する日本ゲーム業界のトップクラスのゲームクリエイターの感想も聞きます。見逃すな！ 

 

11:00-12:50 主催者番組 

センス・オブ・ワンダー ナイト 2021（SOWN 2021） 

「センス・オブ・ワンダー ナイト 2021（SOWN2021）」は、"見た瞬間、コンセプトを聞いた瞬間に、誰もがはっと、自分

の世界が何か変わるような感覚"＝「センス・オブ・ワンダー」を引き起こすようなゲームのアイデアを発掘し、ゲーム開発者に

東京ゲームショウ会場でプレゼンテーションと作品紹介の機会を提供する企画です。14回目を迎える今年はオンライン開

催となります。 

 

16:00-16:50  NTTe-Sports 

NTTe-Sports スペシャルプログラム 

最先端ICTとeスポーツを掛け合わせ、「つなぐ」「そだてる」「地域 活性化」への貢献を目指すNTTe-Sportsの、eスポー

ツへの取り組みと、社会人向け競技大会の可能性についてご紹介いたします。 

 

17:00-17:50 ハピネット 

Happinet GAME SHOWCASE in TGS2021 1st STAGE 

ハピネットパートナーパブリッシャーの最新タイトル情報をお届け！プロモーション映像、ゲストによるトーク・実況などバラエティ

ーに富んだ番組を配信予定！◆出展パブリッシャー・タイトル・ゲストの情報ハピネットのTGS特設サイト・Twitterにて情報

を更新して参りますので、特設サイトのチェック、Twitterアカウントのフォローをよろしくお願いします！ 

TOKYO GAME SHOW 2021 ONLINE特設サイト： https://happinet-tgs.com 

Twitter： https://twitter.com/Happinet_VG  

 

https://happinet-tgs.com/
https://twitter.com/Happinet_VG


 

 

6 

18:00-18:50 505 Games 

505 Games 新作タイトルショーケース TGS 2021 

505 Games の新作タイトル、ワールドクラフト・サンドボックスゲーム『Grow: Song of the Evertree』やモンスター育成

アクションRPG『Re: Legend』などの最新情報をお届け！Kickstarter キャンペーンで圧倒的な支持を得たプロジェクト

『百英雄伝』『百英雄伝 Rising』についても、ゲームデザイン・シナリオ担当村山吉隆氏と、キャラクターデザイン担当河野

純子氏を迎えて制作裏話などをお届けします。シークレットゲストも登場？お楽しみに！ 

 

19:00-19:50 スクウェア・エニックス 

SQUARE ENIX PRESENTS TGS2021 

SQUARE ENIX PRESENTS TGS2021では今後発売を予定している新作タイトルについて、これまでに発表された情

報のおさらいと新たなアップデート情報をお届けしていきます。 

 

20:00-20:50 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 スターリットシーズン スターリットレポート特大号～TGS2021出張スペシャル～ 

『アイドルマスター スターリットシーズン』スターリットレポートのTGSスペシャル配信。最新情報をお届けします。お楽しみに！ 

 

21:00-21:50 レベルファイブ 

メガトンラボ in TGS 2021 

レベルファイブ最新クロスメディアプロジェクト『メガトン級ムサシ』に関する最新情報をお届け！出演者など、より詳細な情報

は『メガトン級ムサシ』公式Twitter等で後日公開予定！続報をお楽しみに！ 

 

22:00-23:50 セガ／アトラス 

セガにゅー #TGSスペシャル 

セガのゲームニュースバラエティ番組「セガにゅー」TGSスペシャル番組として、セガとアトラスの最新タイトルの情報をお届け！ 

「セガ新作RPG」の発表も予定しています。 

 

●10月2日（土） 
 

9:00-9:50 主催者番組 

ファミ通Presents「RPGの魅力と可能性 ～坂口博信 × 吉田直樹／TGS2021 ONLINE 特別対談～」 

『ファイナルファンタジー』シリーズ生みの親であり、最新作『FANTASIAN（ファンタジアン）』も高く評価されている坂口博

信氏と、『ファイナルファンタジーXIV』プロデューサー兼ディレクターであり、開発中のシリーズ最新作『ファイナルファンタジー

XVI』のプロデューサーも務めている吉田直樹氏によるスペシャル対談が実現。RPGの魅力と可能性について、おふたりに大

いに語ってもらいます。 

※本配信において、『FF』シリーズに係る新情報等の発表はございません。 

 

10:00-11:50 ハピネット 

Happinet GAME SHOWCASE in TGS2021 2nd STAGE 

ハピネットパートナーパブリッシャーの最新タイトル情報をお届け！プロモーション映像、ゲストによるトーク・実況、関連グッズ

の紹介などバラエティーに富んだ番組を配信予定！◆ゲスト情報宇宙海賊の「ゴー☆ジャス」さんが今年も登場！ゲーム

実況をはじめ番組を盛り上げていただきます！◆出展パブリッシャー・タイトル情報ハピネットのTGS特設サイト・Twitterに

て情報を更新して参りますので、特設サイトのチェック、Twitterアカウントのフォローをよろしくお願いします！ 

TGS2021特設サイト：https://happinet-tgs.com 

Twitter：https://twitter.com/Happinet_VG 

 

https://happinet-tgs.com/
https://twitter.com/Happinet_VG
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12:00-13:50 Tencent Games 

TGS2021 Tencent Games ゲームコレクション 

「TGS2021 Tencent Games ゲームコレクション」では、話題の新作ラインストラテジーRPG『白夜極光』、映画のように

迫力満点！自由に楽しめる超大作RPG『コードドラゴンブラッド』＆超高画質3DRPGスマホゲーム『聖闘士星矢ライジン

グコスモ』を含め、配信中のタイトルの新規アップデート情報、現在予約中のタイトル紹介などを公開する。 

 

12:30-14:00 主催者番組 

日本ゲーム大賞2021「アマチュア部門」発表授賞式 

日本ゲーム大賞2021「アマチュア部門」は、新たな才能の発掘を目的に、法人・団体・個人にかかわらず、アマチュアの方

が制作をされたオリジナルの作品を対象とするコンテストです。 

今年は、その不思議な形状と特性で古くから多くの人々を魅了し、左右・表裏反転、繰り返しや無限など、さまざまな比喩

として用いられる「メビウスの輪」をテーマに作品を募集。 

応募総数493作品より1次審査・2次審査・最終審査を勝ち抜いた10作品の中から、佳作・優秀賞・大賞を発表いたし

ます！ 

見事、大賞の栄冠に輝く作品は！？お見逃しなく！ 

10作品のご紹介はこちら 

https://awards.cesa.or.jp/prize/prize_03_01.html 

 

14:00-15:50 Lilith Games 

Lilith Games WARPATH-武装都市-＆新作ゲーム情報発表 

今年の新作ゲーム「WARPATH-武装都市-」の魅力をお届けいたします！来年リリース予定の2タイトルの実機ゲームプレ

イが一気に大公開、ぜひ、お見逃しなく！ 

 

16:00-17:50 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 

【10/2】パズドラチャンピオンズカップ TOKYO GAME SHOW 2021 決勝大会 

『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 TGS2021 ONLINE」を開催予定‼ 9/26（土）

に開催予定の予選大会を勝ち上がった上位4名による決勝大会をお送りいたします。2021年の最強座と賞金300万を

かけた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!! 

大会協賛： ・UNO http://unogame.jp/  

・明治アーモンドチョコレート https://www.meiji.co.jp/products/chocolate/06327.html  

・ヨネックス https://www.yonex.co.jp/  

大会・イベントについてはコチラ 

■パズドラ イベント公式Twitter https://twitter.com/gungho_fes  

■パズドラeスポーツ 公式サイト https://pad-esports.gungho.jp/  

■パズル&ドラゴンズ運営サイト https://pad.gungho.jp/member/index.html  

(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. 

 

18:00-19:50 主催者番組 

日本ゲーム大賞2021「年間作品部門」発表イベント 

日本ゲーム大賞2021「年間作品部門」は、2020年4月1日から2021年3月31日の間にリリースされた作品を対象にユ

ーザーの皆様から一般投票を実施。その後選考委員による審議を経て、年間を代表するにふさわしい優れた作品を選考

しています。今年もMCは、芸能界随一のゲーム好きで知られる伊集院光氏とeスポーツ実況キャスターの柴田将平氏のお

二人。ゲストにメディア編集者を迎え、続々と発表される受賞作品の魅力について、クロストークを展開します！また、業界

の発展に寄与した人物に贈られる「経済産業大臣賞」、ゲームクリエイターが独自の視点で選ぶ「ゲームデザイナーズ大賞」

の発表など、今年も盛りだくさんの内容でお届けします。どうぞお見逃しなく！ 

https://awards.cesa.or.jp/prize/prize_03_01.html
http://unogame.jp/
https://www.meiji.co.jp/products/chocolate/06327.html
https://www.yonex.co.jp/
https://twitter.com/gungho_fes
https://pad-esports.gungho.jp/
https://pad.gungho.jp/member/index.html
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20:00-21:50 コーエーテクモゲームス 

【2時間生放送】コーエーテクモ特別番組(10/2)【TGS2021】 

10月2日(土)20:00～21:50 「TGS2021コーエーテクモ特別番組」コーエーテクモの目玉タイトルを一気に見られる約

２時間です！前半後半の2部制で、全３タイトル（＋未公開タイトル）の最新情報をお届けします。タイムスケジュール

■番組前半（20:00～）『信長の野望・新生』『真・三國無双８ Empires』■番組後半（21:00～）『BLUE 

REFLECTION TIE/帝』『未公開タイトル』出演者■番組前半・小笠原 賢一（『信長の野望・新生』プロデューサ

ー）・鈴木 亮浩（『真・三國無双８ Empires』ゼネラルプロデューサー）■番組後半・柳原 かなこさん（『BLUE 

REFLECTION TIE/帝』星崎 愛央役）・岸田 メルさん（『BLUE REFLECTION TIE/帝』キャラクターデザイン・監修）

関連リンク『信長の野望・新生』公式サイト：https://www.gamecity.ne.jp/shinsei/ 『真・三國無双８ 

Empires』公式サイト：https://www.gamecity.ne.jp/smusou8e/ 『BLUE REFLECTION TIE/帝』公式サイ

ト：https://bluereflection-tie.com/ ©コーエーテクモゲームス All rights reserved. 

 

22:00-22:50 KONAMI 

【KONAMI】ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart ステージ／みちる＆ひかるのふたりでゲーム実況！？ 

「ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart」（Nintendo Switch™10月28日発売予定） 

花椿姉妹役の國府田マリ子さん＆高野麻里佳さんによるゲーム実況をお送りします。豪華声優陣からのスペシャルコメント

も！ 個性豊かなキャラクターたちが新たに彩る“はばたき市”と、ゲームを楽しむ「姿」にご期待ください♪ 

＜出演者 ※敬称略＞ 

●出演 ： 國府田 マリ子（花椿 みちる役） 高野 麻里佳（花椿 ひかる役） 

●ビデオ出演 ： 梶 裕貴（風真 玲太役） 佐藤 拓也（颯砂 希役） 福山 潤（柊 夜ノ介役） 

 

23:00-23:50 DMM GAMES 

TGS2021 DMM GAMES 特番 「刀剣乱舞無双 TGS出張版」＆「DMM GAMES スペシャルインフォメーション」 

2021年8月11日に情報公開し、世間を驚かせたNintendo Switch／DMM GAME PLAYER用アクションゲームソフ

ト『刀剣乱舞無双』の続報を「刀剣乱舞無双通信 TGS出張版」で紹介！MCにドグマ風見さん、コーエーテクモゲームス

より三枝修ディレクター、DMM GAMESより稲垣順太プロデューサーが登場。さらにスペシャルゲストとして声優である山姥

切国広役の前野智昭さん、山姥切長義役の高梨謙吾さんのお二人をお迎えして、『刀剣乱舞無双』を実際にプレイして

いただき、本作の魅力に迫ります！ 

 

●10月3日（日） 
 

10:00-10:50 主催者番組 

なりたい職業“ゲーム実況者” ってホントは大変? その日常や制作舞台裏とは 

小学生（男子児童）の「将来なりたい職業」ランキング2020年度（日本FP協会調べ）で、5位がゲーム制作関連、6

位がYouTuberと高い人気を誇る「ゲーム業界×インフルエンサー」。ゲーム実況者は、Z世代に大きな影響力を持つ存在

だ。その憧れであるゲーム実況者の日常や制作現場とは――。人気ゲーム実況者が、動画を作る難しさや、面白さ、やり

がいなどをクロストーク形式でお届けします。 

 

11:00-11:50 S-Game 

S-Game新作タイトル初公開生放送 

TGS2021では、S-Gameが送る新作ARPGを初公開！今回のTGSで、ゲームビデオの最新内容を初公開！ 

ゲームプレイ映像を交えて、最新の魅力を余すことなくお届けする放送番組！さらに今後の動きにもご注目！ どうぞお楽し

みに！ S-Gameはアクションゲームに特化するゲームの企画・開発・運営を行っているゲームメーカーです。『Rainblood』

シリーズと『Phantom Blade』シリーズなどのコンテンツは人気を博しております。これから、さらなる革新と成長を、そして、

最先端テクノロジーを見据え、磨きをかけ、広げていくように世界トップクラスを目指しております。 

  

https://www.gamecity.ne.jp/shinsei/
https://www.gamecity.ne.jp/smusou8e/
https://bluereflection-tie.com/
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12:00-12:50 日本電子専門学校 

日本電子専門学校〈TGS2021〉 

日本電子専門学校はTOKYO GAME SHOW26年連続出展！ 

今年もゲーム分野3学科の学生作品をご紹介します。どうぞご覧ください！ 

 

13:00-13:50 アークシステムワークス 

アークシステムワークス TGS特番！ 

35周年を迎えた「くにおくん」シリーズより、最新作『くにおくんの三国志だよ全員集合！』『熱血硬派くにおくん外伝 リバー

シティガールズ2』が満を持して登場！また、好評発売中の『GUILTY GEAR -STRIVE-（ギルティギア ストライヴ）』の

情報など盛りだくさんの内容でお届けします！ 

 

13:00-15:00 主催者番組 

日本ゲーム大賞2021「U18部門」決勝大会 

本ゲーム大賞2021「U18部門」は、18歳以下の次世代を担うゲームクリエイター発掘を目的とするコンテストです。第4回

目となる今年も多数のご応募をいただき、1次審査・予選大会を勝ち抜いた6名のファイナリストが決勝大会に進出。決勝

大会では、レベルファイブ 日野晃博氏、慶応義塾大学 石戸奈々子氏、「ファミ通.com」三代川正氏を審査員に迎え、

事前の試遊審査と大会当日のプレゼンテーション審査の結果を総合的に評価し、「金賞」「銀賞」「銅賞」の各賞を選考、

発表いたします。決勝大会は下記U18部門公式YouTubeチャンネルからLIVE配信します！お見逃しなく！

https://youtu.be/ExZb9CaGERQ 

 

15:00-15:50 110 Industries 

110インダストリーズが現在開発中の新作ゲームのフィーチャープレゼンテーション 

TGS2021 110 Industriesスペシャルプログラム- Wanted Dead：Ninja GaidenやDead or Aliveに携わった

Soleilが開発中の、ハードコア・サードパーソン・シューティング／スラッシャーゲームです。- Red Goes Faster：現在開発

中の星間アドベンチャー・レースゲームです。- Vengeance is Mine：現在開発中のサードパーソン・アクション・アドベンチ

ャーゲームです。 

スペシャルサンクス：鈴木裕様、ステファニー ヨーステン、五十嵐孝司様、ダシャラッシュ様、フィーマリージマーマン様、

Soleilスタッフ様  ©110 Industries SA. 

 

16:00-16:50 NC 

「リネージュW」の世界へようこそ 

MMORPG 『リネージュ』などで知られるNCSOFTがシリーズ最新作「リネージュW」をTGS 2021で披露します。 

今回リリース予定の「リネージュW」は『リネージュの決定版』という覚悟で発表するタイトルです。 NCSOFTはMMORPGを

代表するゲームタイトル『リネージュ』シリーズの世界中のファンの方々はもちろん、『リネージュ』をまだ知らない方々にも新た

な期待と魅力を伝えるために、TGS 2021にてスペシャルプログラムをご用意いたしました。 

私たちと一緒に「Lineage World」を通じて「リネージュW」が創り出す新たな世界の冒険に出かけませんか？ 

≪『リネージュW』公式サイトはこちら≫ lineagew.com 

 

17:00-17:50 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 

【10/3】ニンジャラTGS2021杯 決勝大会 

基本プレイ無料！世界累計700万ダウンロードを突破！ 

『ニンジャラ』はニンジャ×チャンバラの世界をもとに、“ニンジャガム”と呼ばれるガムを駆使して高低差のあるステージを縦横

無尽に駆け巡り、多様な武器で変幻自在の3Dアクションバトルをお楽しみいただけるニンジャガムアクションゲームです。 

「東京ゲームショウ2021 オンライン」では、バトルロイヤル大会「ニンジャラ TGS2021 杯」の決勝戦を生配信！最新コラ

ボ情報や100ジャラがもらえるプレゼントコードも公開予定！ 至高のニンジャバトルをぜひお見逃しなく!! 

https://youtu.be/ExZb9CaGERQ


 

 

10 

18:00-18:50 ユービーアイソフト 

UBISOFT DAY 2021 ONLINE × TGS SPECIAL PROGRAM 

ユービーアイソフトが贈る、年に一度のパーティ「UBISOFT DAY」が今年もオンラインで開催！ 今年もリアルイベントでは

なく、WEB配信のオンラインイベント「UBISOFT DAY 2021 ONLINE」として開催いたします！ さらに、今年は番組の

一部を東京ゲームショウ2021でも同時配信！ 発売を10/7に控えた「ファークライ」シリーズ最新作を、スペシャルゲストに

よるプレイでたっぷりご紹介！ みんなで盛り上がりましょう！ 

 

19:00-19:50 エーケーレーシング 

【AKTalking 2021】ゲーム好き芸人によるゲームトーク!! 

ゲーミングチェアのリーディングブランド AKRacing（エーケーレーシング）は、昨年に引き続き2021年も公式出展社番組

に参加いたします。今回はメインキャストとして新たにケンドーコバヤシさん、タカアンドトシさん、夏菜さんを迎え、ゲームとのか

かわりやゲーム環境に対するこだわりを中心にトークショーを展開していただきます。TGS2021でしか見られないメンバー、コ

ンテンツでお送りいたしますので、お見逃しの無いようご覧ください。 

 

20:00-20:50 Wright Flyer Studios 

ヘブンバーンズレッド TGS2021特別番組 

Wright Flyer Studios × Keyが贈る、麻枝 准 15年ぶりの完全新作スマホゲーム『ヘブンバーンズ レッド』新情報を

お届けする生放送番組です。 

 

21:00-21:50 miHoYo 

原神 Ver.2.2「霧の海と謎の秘境」予告番組inTGS2021 

本放送は、9月28日（火）にリリース1周年を迎えたオープンワールドRPG『原神』の最新バージョンであるVer.2.2「霧の

海と謎の秘境」の情報をお届けする番組となります。ゲストに男性主人公（空）を演じる堀江瞬さん、トーマを演じる森田

成一さん、辛炎を演じるたかはし智秋さんをお招きし、新バージョン情報を余すことなくお届けいたします。 

 

22:00-22:50  fingger 

【fingger】次世代ゲーム配信プラットフォームの全容が明らかに！「にじさんじ」と遊ぼう！！ 

株式会社finggerが贈る次世代ゲーム配信プラットフォーム「fingger」ゲーム実況はついに新時代へ！視聴者は、もう実

況を見ているだけじゃない！視聴者もコメントやアイテムで参加できる「fingger」の魅力を、人気バーチャルライバーグルー

プ「にじさんじ」の星川サラさん、社築さんのお2人に実際にゲームを配信していただき、お伝えします！配信をご覧になってい

る方々も、次の時代のゲーム実況にぜひコメントでご参加ください 【ホームページ】https://www.corp.fingger.com/ 

 

23:00-23:50 グランサガ (Gran Saga) 

Unpacked  |  Special Show 

まるで映画のようなグラフィックと心を揺さぶる物語、細部までこだわりぬいたサウンド。常識を超えた新時代のスマホゲーム、

魂を込めたRPG 『グランサガ (Gran Saga)』がお贈りする、TOKYO GAME SHOW 2021 ONLINEのためのスペシャ

ル番組です。あの大物俳優を公式アンバサダーに迎え、豪華声優陣と共にゲームプレイを初披露。ソロプレイから、みんなで

楽しめるマルチコンテンツも実際にプレイして頂き、グランサガの魅力を存分にお届けいたします！ 

公式Twitterではゲームの最新情報や、個性的なキャラクターや豊富なコンテンツについて紹介しています。また、豪華プレ

ゼントが毎日当たるプレゼントキャンペーンも実施しています！詳細は公式Twitterまで！ 

公式Twitter：https://twitter.com/GranSaga_RPG 

 

24:00-24:50 主催者番組 

エンディング番組「TGS2021 ONLINEファンミーティング～コロナに負けないゲームの世界～」 

ゲストと総合MCの3名とともに4日間を振り返り、次回に向けての展望を語り合います。 

https://www.corp.fingger.com/
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■ビジネスセミナー「TGS フォーラム」が本日よりオンデマンド配信  

ゲーム産業の最新トレンドやビジネス動向にフォーカスしたセミナー「TGSフォーラム」をビジネスマッチングシステム内で配信。

主催者セミナーと協賛セミナーを合わせて9本を、出展社およびビジネス目的の有料参加者がご視聴いただけます。 

※ビジネスマッチングシステムの有料参加： https://client.eventhub.jp/ticket/5Tx4XLA5J  

※いずれのセミナーもオンデマンド配信。 
 

■主催者セミナー 

「メタバース新章 ～新たな”社会”となったゲームとクリエーターが生み出す世界～」 

大手企業が次々と参入を表明し、世界中で急激な盛り上がりを見せる「メタバース」。そんなメタバースの舞台となる"仮想世

界"の先駆けがゲーム空間です。SNS要素を取り込んだり、ユーザー生成コンテンツを創り出す機能を備えたりしたゲームから、

新たな"社会"が生まれ始めています。これからメタバースが発展するにはどんな技術要素が必要になるか、こうした奔流に実

際に身を投じている経営者やクリエーターと共に今後を展望します。 

 

「インディーゲーム ヒットさせるための発掘・育成・マーケの手立て」 

近年インディーゲームが世界や日本でヒットするようになり、これらをどう発掘・育成・マーケティングしていくか、多くのパブリッシャ

ーが関心を寄せています。そこで、世界累計出荷本数100万本を達成した『天穂のサクナヒメ』の担当者と、これからインディ

ーゲーム制作者の育成に力を入れる講談社の担当者を招き、各々の実際の体験に基づいて、インディーゲームをヒットさせる

ための手立てを探ります。 

 

「企業をつなぐ社会人 e スポーツの可能性」 

社内にeスポーツ部を創設したりプロプレーヤーや実況者を支援したりと、様々な形でeスポーツと関わりを持つ企業が今、増

えています。本セッションでは、実際にeスポーツに取り組む企業などをパネリストに迎え、社員間交流、福利厚生、人材確保、

ワーク・ライフ・バランスなどの側面から、eスポーツが企業にもたらす作用についてディスカッション。日本のeスポーツならではの

ムーブメントとも言える、社会人eスポーツの可能性を探ります。 

 

「VRが変革するゲームビジネスの未来」 

VR（仮想現実）の技術がハードとソフトの双方で進歩し、新たなエンターテインメントとして広がってきました。今後はどんな

VRゲームが注目を集めるのか。何がきっかけとなり、市場が大きく花開くのか。“遊ぶ”VR空間を拡大するクラスターの加藤直

人氏、gumi創業者でVRゲーム開発のThirdverse CEOに就任した國光宏尚氏、「東京クロノス」などVRヒット作品を生

み出したMyDearest CEOの岸上健人氏が激論します。 

 

■協賛セミナー 

※協賛セミナーをご視聴いただくと、ビジネスマッチングシステムに登録されている個人情報が当該セミナーの協賛社に第三者提供されます。 
 
「YMTCおよび独自のXtacking®技術を採用した3D NANDフラッシュ搭載のゲーミングSSD製品、PC005 

Active」（協賛：YANGTZE MEMORY TECHNOLOGIES） 

Yangtze Memory Technologies, Co., Ltd.および独自のXtacking®技術を採用した3D NANDフラッシュ搭載の高

性能ゲーミングSSDであるPC005 Activeをご紹介します。 

 

「日本市場におけるInstagramのゲームマーケティングへの最新活用法」 （協賛：Facebook） 

Topic1: ゲーム業界におけるFacebook社の取り組みについて Topic2: 日本のゲーム市場におけるInstagramの現状

と価値 Topic3: Instagramにおけるゲームの広告クリエイティブの最適解とは? 

 

  

https://client.eventhub.jp/ticket/5Tx4XLA5J
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「Women in Gaming」 （協賛：Facebook） 

本イベントWomen in Gaming with Facebookでは「ゲーム業界における女性」に焦点をあて、女性ゲーマーのトレンド

やゲーム業界における女性の活躍などのキーノートやパネルディスカッションを展開します。ゲーム業界でより女性がポジティブ

にキャリアを積んでいくにはどうしたらいいか？ また昨今の女性ゲーマーのポジティブなトレンドを踏まえ、どう業界全体でこのト

レンドを盛り上げていくか？ 共に考える場を提供いたします。 

 

「日本のゲームを世界へ! 海外進出成功のためのFacebook活用戦略」 （協賛：Facebook） 

近年、日本のゲーム市場は緩やかに伸びつつも、日系のゲーム企業様の日本国内のシェアは年々小さくなっています。一方

で、グローバルのゲーム市場は日本よりも早い速度と高い成長率で伸びています。本セッションではグローバル市場において

Facebookプラットフォームを活用していかにゲームを成功に導くのか、市場のトレンドを踏まえた上でユーザー獲得とマネタイ

ゼーションの観点からお話させていただきます。 

 

「Think Gaming, Think Pangle：TikTok For Businessでハイバリューなユーザー獲得、収益を拡大」（協賛：Pangle） 

アプリの成功のそばにPangleは、収益化を目指すアプリ開発会社や配信会社のために、ユーザーの関心を集めながら、アプ

リのさらなる可能性を広げていくサービスを提供します。アジアのモバイル広告プラットフォームとしての地位を確立している

Pangleは、TikTok for Business広告配信プラットフォームと完全連携することにより、多くのオーディエンスの目に留まりま

す。収益最大化を実現できるよう、世界中のデベロッパーの皆様を全力でサポート致します。本セミナーでは、Pangleの井

上＆小野から下記のトピックスについてご紹介いたします。 
 

①Pangleについて ／ ②Pangle ゲームパフォーマンス index ／③Pangle パズルゲームの考察 ／ 

④Pangle マネタイズCase studyの紹介 ／⑤Pangle ユーザー獲得手法 

■「体験版無料トライアル」 全 232 タイトルが公開！  

「体験版無料トライアル」は、「未発表・未発売タイトル」「すでに発表・発売済みタイトル」のいずれに関わらず、ゲームファ

ンに、出展関連タイトルを無料で遊んでいただく機会を作るものです。 

出展各社が無料でプレイできる体験版を用意し、「Microsoft Store」「ニンテンドーeショップ／My Nintendo Store」

「PlayStation Store」「Steam」「Google Play」といったコンソール、PC、スマートフォンの各オンラインストアで配信。

TGS2021 ONLINE公式サイトのまとめページから、リンクをたどって遊んでいただくことができます。本日、新タイトルが追加

公開され、全232本をプレイしていただけます。 

※同じタイトルでも複数のストアで配信する場合はそれぞれをカウント 

 
■Amazon特設会場ページも本日オープン  

TGS2021 ONLINEの多くの番組配信を観ながら、お買い物も楽しめるAmazon特設会場も本日オープンしました。 

TGS期間の4日間にわたり、公式番組（主催者番組／公式出展社番組など）だけでなく、Amazon特設会場独自の

出展社の番組も配信し、最新情報やTGSコンテンツを多数ご覧いただきながら、出展社商品をはじめTGS関連商品をお買

い求めいただけます。Amazon限定発売となるTGS公式グッズやPUMAコラボアイテムも販売中です。そのほか、10月2日、

3日に開催する「TOKYO GAME MUSIC FES」のチケットも販売しています。 

また、10月3日まで期間限定でAmazonが提供する、クラウドベースの音声アシスタント「Amazon Alexa」でもTGS向

けコンテンツを日本国内で提供しており、AlexaがTGSの配信スケジュールや見どころ、ゲームの裏技まで教えてくれます。 

ぜひAmazon特設会場にもアクセスいただき、TGSをお楽しみください。 

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

https://www.amazon.co.jp/tgs
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■TGSVR2021 本日より開催！                           

 

 

 

 

 

 

 

 

本日から 4 日間、TGS 史上初の VR 空間として新たな体験をお届けします。あの有名キャラクターが VR 空間に現れる

等、ゲームの世界を歩き回るような感覚で様々なコンテンツを楽しむことができます。 

9 月 30 日（木）9 時よりアプリダウンロードが解禁となります。詳細は以下 TGSVR2021 WEB サイトをご覧ください。 

  

TGSVR2021 開催日  ：9 月 30 日（木）～10 月 3 日（日） 

TGSVR2021 WEB サイト ：https://tgsvr.com/ 

 

■TOKYO GAME MUSIC FES 全演奏楽曲発表！ 

楽曲のオリジナル版をまとめたプレイリストを Amazon Music Unlimited で 

配信中！ 事前に演奏曲の予習も！  

 
「TOKYO GAME MUSIC FES（TGMF）」では、TGSだからこそ実現した、懐かしのあのゲームから最新のあのゲームま

で、あらゆる名曲をオムニバスでお楽しみいただける３つのステージをご用意。２つのメインステージでは、TGSのために特別

編成された「TGS Special Orchestra」による、名門サントリーホールでの2時間超えの大ボリュームな演奏をお届けいたし

ます。 

気になる演奏タイトルや楽曲については、特設サイトおよびTGS公式SNSで発表中！ 

TGMF特設サイト：https://tgmf.ecchat.live/2021/lp 

もう一つのThumvaステージでは、ビッグバンドやジャズカルテットなど、フルオーケストラとは一味違う演奏でゲーム音楽をお

楽しみいただけるステージも絶賛配信中。本日9月30日(木)と明日10月1日(金)には、リバイバルライブ配信も実施するの

でくわしくはThumvaステージ特設ページで要チェック！ 

 TGMF Thumvaステージ：https://thumva.com/events/d9lzjrcdmJeFlt6 

https://tgsvr.com/
https://tgmf.ecchat.live/2021/lp
https://thumva.com/events/d9lzjrcdmJeFlt6
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いずれのステージも10月31日(日)まで、お好きな時間に何度でもお楽しみいただけます。チケットや公演の詳細について

は、TGMF特設サイトをご覧ください。 

 TGMF特設サイト：https://tgmf.ecchat.live/2021/lp 

さらに！TGMFの3つのステージで演奏する楽曲の一部のオリジナル版をまとめたプレイリストをAmazon Music 

Unlimitedで配信中。総勢64曲の名曲たちをお楽しみいただけます。 

TGS2021 ONLINE | TGMFプレイリスト：https://music.amazon.co.jp/playlists/B09DFF1FB6 

今なら、TGMF特設サイトにアクセスした方を対象に、Amazon Music Unlimitedが4か月間無料で体験できる、お得

なキャンペーンも実施中！キャンペーンに関する詳細は上記TGMF特設サイトをご覧ください。 

 

■幕張メッセ会場（プレス・インフルエンサー向け試遊・展示エリア）が本日開場      

オンライン開催となる TGS2021 ONLINE ですが、プレスおよびインフルエンサーだけが入場でき、出展社の新作タイトル

や製品・サービスを実際にプレイしたり、体験いただける場所を幕張メッセに用意。本日開場しました。出展・協賛企業 34

社がブースを構え、主催者コーナーでは仮想空間「TGSVR2021」の体験や「TOKYO GAME MUSIC FES」の映像視聴

ができるほか、東京ゲームショウ 25 周年を記念したゲーム歴史パネル展示やインフルエンサーがコラボ動画を撮影いただける

ラウンジを設置いたしました。 

 

【幕張メッセ会場 出展社・協賛社一覧】 ※50音順 
 

アーテック ／ ＲＰＧタイム！～ライトの伝説～ ／ 愛知工業大学 ／ イケア・ジャパン ／ イザナギゲームズ  ／  

インフォレンズ ／ WhisperGames ／ ASUS JAPAN ／ SNK ／ NOK ／ オーイズミ・アミュージオ ／  

カプコン ／ コーエーテクモゲームス ／ Koch Media ／ KONAMI ／  

Shanghai Hode Information Technology ／ セガ/アトラス ／ ディースリー・パブリッシャー ／  

日本 e スポーツ連合 ／ 日本工学院 ／ 日本電子専門学校 ／ HyperGryph ／ ハピネット ／  

バンダイナムコエンターテインメント ／ バンタンゲームアカデミー ／ 広島市立大学×Movere ／ Phoenixx ／  

フォーラムエイト ／ ベンキュージャパン ／  

Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE)  ／ MONSTER ENERGY ／ 

Lightning Games ／ Wright Flyer Studios ／ レベルファイブ 

【幕張メッセ会場 主催者コーナー】  

TGSVR2021／TOKYO GAME MUSIC FES／Amazon 特設会場 紹介エリア 

TGSVR2021の体験、TOKYO GAME MUSIC FESの映像視聴、Amazon特設会場の情報提供を行っているブー

スです。Amazon Echoシリーズなどのデバイスで、音声アシスタントAlexaに話しかけるとTGSの情報が聞けます。 
 

TGS ファッションエリア 

Amazon特設会場で販売中のTGS公式Tシャツやパーカー、PUMAコラボTシャツを展示。TGSVR2021やTOKYO 

GAME MUSIC FESをモチーフにしたデザインも用意しています。 
 

インフルエンサーラウンジ 

来場するインフルエンサーが、東京ゲームショウを彩ったゲームタイトルのなかから、各社お薦めのタイトルを自由にプレーし、

コラボ動画などを撮影できるコーナー。同行者との対戦動画や、ソロでのタイムアタック・スコアアタックの挑戦動画などが撮

れます。TGS25周年を記念し、TGSの歴史とともにゲームの歴史もたどれるパネル展示も。 

 

https://tgmf.ecchat.live/2021/lp
https://music.amazon.co.jp/playlists/B09DFF1FB6


 

 

15 

■オンライン体験ツアー（参加無料）10月１日スタート！  

プレス・インフルエンサーのみが入れる幕張メッセ会場の様子を、ゲームファンが、家にいながらライブ映像で楽しめるのが、

HISの協力で実施するオンライン体験ツアー（参加無料）。日本語ツアーは、オフィシャルサポーターのマヂカルラブリーのほ

か、おかずクラブ、次長課長、ダイアンがガイド役となって出展社ブースを案内いたします。英語ツアーは、IGN JAPANロブソ

ン・ダニエル編集長とTwitchストリーマーのStarbitzychanさんの案内で出展社ブースを訪問します。ツアーは、明日10月1

日（金）から3日間にわたって開催いたします。 
 

オンライン体験ツアーサイト： https://www.his-j.com/corp/contents/cpn/tgs/  

 

 

 

 

 

 

 

 

■「東京ゲームショウ 2021 オンライン」 概要                           

名 称 ： 東京ゲームショウ2021 オンライン （TOKYO GAME SHOW 2021 ONLINE） 

 

実 施 サイト ：  https://tgs.cesa.or.jp/  
  
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 

 
会 期 ： 2021年9月30日（木）～10月3日（日） 

           ※オンライン商談は9月29日（水）から開始 

 

※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。 

 

ダイアン 次長課長 おかずクラブ マヂカルラブリー 

Directed by IGN Japan 

English-speaking tour 

ロブソン・ダニエル 

IGN JAPAN 編集長 

Starbitzychan 

Twitch Streamer 

https://www.his-j.com/corp/contents/cpn/tgs/
https://tgs.cesa.or.jp/

