報道関係各位
＜主催者イベントのご案内＞

2019 年 1 月
一般社団法人 日本アミューズメント産業協会

＜ＪＡＥＰＯ２０１９開催直前・主催者イベント情報＞

「音ゲ全国大会」「企業対抗格ゲー トーナメント」「限定品」
一般公開日は、各種イベントが盛りだくさん！！
「闘会議 2019」「eSPORTS 国際チャレンジカップ」も共通入場券で楽しめる！

～2019 年 1 月 26 日（土）・27 日（日）、幕張メッセ～
一般社団法人日本アミューズメント産業協会（略称：JAIA/東京都千代田区、会長：里見治）は、“国内最大”
のアミューズメント・エンターテインメント産業総合展示会「ジャパン アミューズメント エキスポ2019（略称：ＪＡＥ
ＰＯ２０１９）」を、いよいよ1月25日（金）から27日（日）の3日間、幕張メッセ（展示ホール2・3）で開催します。
※会期初日、1月25日（金）は業界関係者向けのため、一般の方は入場できません。

一般公開日の1月26日（土）・27日（日）の2日間は、4つの主催者イベントが開催
される他、各ブースでの出展社イベントも多数開催され、年に一度の“ゲームセン
ターの祭典”を業界一丸となって盛り上げます。人気音楽ゲーム5機種の頂点を
かけた全国大会「第5回天下一音ゲ祭 全国頂上決戦」では、各地での店舗予選
会、ブロック決勝大会を勝ち抜いたトッププレイヤーの妙技に会場一体となって盛
り上がれる他、社会人が企業対抗の格闘ゲームで激突する「激突空間 企業対
抗格ゲー トーナメント」、JAEPO会場でしか入手できないアイテムも購入できる
「JAEPOショップ」、気軽にクレーンゲームでの景品ゲットに挑戦できる「プライズフェア クレーンゲーム体験コ
ーナー」など、“観て、買って、プレイして”楽しんでいただけます。
また、今年も株式会社 Gz ブレイン、株式会社ドワンゴが主催する国内最大級のユーザー参加型ゲームイベン
ト「闘会議 2019」と合同開催する他、さらにアジアの強豪 e スポーツ選手が競い合う「eSPORTS 国際チャレン
ジカップ ～日本選抜 vs アジア選抜～」も同時開催、共通入場券で 3 つのイベントを楽しめます。
◇ＪＡＥＰＯ主催イベント情報：http://www.jaepo.jp/event.html/

主催者イベントのご紹介
①第5回天下一音ゲ祭 全国頂上決戦
1月26日（土） 12：00～15：00（予定） JAEPOステージ（3ホール） ※観覧自由
大人気のゲームジャンル“音楽ゲーム”の精鋭が全国から幕張に集結し、全国大会『第五回 天下一音ゲ祭』
のファイナルとなる全国頂上決戦を JAEPO ステージで開催。全国 11 ブロックで熾烈な戦いを勝ち抜いてきた
人気音楽ゲーム 5 機種の精鋭プレイヤー総勢 55 名が集結して、文字通りの頂上バトルを繰り広げ、JAEPO ス
テージを熱く盛り上げます。
・協力(50 音順)： ㈱コナミアミューズメント/㈱セガ・インタラクティブ/
㈱タイトー/㈱バンダイナムコアミューズメント
・競技ゲーム：
SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN（㈱コナミアミューズメント）
CHUNITHM AMAZON（㈱セガ・インタラクティブ）
Maimai FiNALE（㈱セガ・インタラクティブ）
GROOVE COASTER 4 STARLIGHT ROAD（㈱タイトー）
太鼓の達人 ブルーVer.（㈱バンダイナムコアミューズメント）
◇第5回天下一音ゲ祭HP： http://www.otogesai.jp/

②激突空間 企業対抗格ゲー トーナメント in JAEPOステージ
1月27日（日） 10：00～17：00（予定） JAEPOステージ（3ホール） ※観覧自由
・協賛・大会運営 ：株式会社クリーク･アンド･リバー社
・後援 ：一般社団法人日本 e スポーツ連合（JeSU）
全 16 チームがナンバーワンを決める戦いに挑みます。出場企業ナンバーワンに輝くのは果たしてどこ
か・・！？ 選手による自社 PR 合戦もお見逃しなく。
・競技ゲーム： GUILTY GEAR Xrd REV 2（アークシステムワークス㈱）
BLAZBLUE CENTRALFICTION（アークシステムワークス㈱）
【ルール】
・1 チーム 3 名の 3on3、星取戦トーナメント方式。
・使用キャラは 1 名・1 キャラ固定。
・試合開始前に双方チームともに選手順番を申告。
③JAEPO ショップ
1 月 26 日（土） 10：00～18：00／27 日（日） 10：00～17：00 JAEPO ショップ（2 ホール）
アーケードゲーム関連グッズなど、ここでしか手に入らないアイテムも登場。
また、今年は JAEPO ショップにガチャコーナーも登場します。
※商品は、売り切れる場合がございます。予めご了承ください。
【商品アイテム（一部のみ）】

④プライズフェア クレーンゲーム体験コーナー
1 月 26 日（土） 10：00～18：00／27 日（日） 10：00～17：00

プライズフェアブース（2・3 ホール）

クレーンゲームの楽しさを体験できるコーナーが登場。プライズをゲットできるか、腕試ししてみよう。
※景品がなくなり次第終了となります。
・参加企業（50音順）： ㈱エイコー、システムサービス㈱、㈱セガ・インタラクティブ、㈱タイトー、
㈱バンプレスト、フリュー㈱

開催概要
名

称 ： ジャパン アミューズメント エキスポ 2019

主

催 ： 一般社団法人日本アミューズメント産業協会（JAIA）

会

場 ： 幕張メッセ 国際展示場ホール 2～3（千葉県美浜区中瀬 2-1）
★「闘会議」ホール 5～8 開催／「eSPORTS 国際チャレンジカップ」ホール 4 ホール開催／1 ホール 待機スペース

日

時 ： 2019 年 1 月 25 日（金） 10：00～18：00 【ビジネスのみ】
1 月 26 日（土） 10：00～18：00 【ビジネス＋一般】
1 月 27 日（日） 10：00～17：00 【ビジネス＋一般】
★1 月 26 日（土）・27 日（日）は「闘会議」、「eSPORTS 国際チャレンジカップ」へ相互入場可能。

入場料 ： ＪＡＥＰＯビジネス入場券をお持ちの方・・・・・・・無料
一般の方・・・・・・・・・共通入場券（26 日・27 日のみ入場可） ※小学生以下入場無料
●優先入場券

1 日券 2,000 円 ／ 2 日通し券 3,500 円

●一般入場券

1 日券 1,500 円 ／ 2 日通し券 2,500 円

●当日入場券

1 日券 2,000 円

※「優先入場券」とは一般入場口とは別の「優先入場口」からご入場いただける券です。

出展社 ： 46 社
お問い合わせ ： JAEPO ご来場に関するお問い合わせ先
JAEPO 事務局：info@jaepo.jp
URL ：

http://www.jaepo.jp/

＜「闘会議 2019」に関する報道関係者からの問い合わせ先＞
闘会議 PR 事務局／E-mail： niconico-pr@dwango.co.jp
公式サイト： https://tokaigi.jp
＜「eSPORTS 国際チャレンジカップ」に関する報道関係者からの問い合わせ先＞
一般社団法人日本 e スポーツ連合／E-mail： press-info@jesu.or.jp
公式サイト https://www.jesu.or.jp

【報道関係者からの問合せ窓口】
JAEPO2019 広報担当： 株式会社フルハウス 山下・新田・駒田
TEL/03-5413-0293 FAX/03-3401-8085 E-MAIL/jaepo_press@fullhouse.jp

