
2013年2月 

ジャパン アミューズメント エキスポ2013協議会 

取材のご案内                                               

＜報道関係者各位＞                                              

 
“We Love ゲーセン！” 

ゲームセンターの未来を体感できる、アミューズメントの新たな総合展示会 
 

 
 

「ジャパン アミューズメント エキスポ2013」取材のご案内 
 

～2013年2月15日（金）・16日（土） 幕張メッセ・展示ホール4・5・6～ 

 

一般社団法人日本アミューズメントマシン協会（以下、JAMMA）と一般社団法人全日本アミューズメン

ト施設営業者協会連合会（以下、AOU）は、2013年2月15日（業者招待日）、16日（一般公開日）の2日間、

アミューズメント・エンターテインメント産業の総合展示会「ジャパン アミューズメント エキスポ2013（略

称：JAEPO 2013）」を幕張メッセ（展示ホール4・5・6）にて開催致します。 

本エキスポは、アミューズメント市場のさらなる活性化を目指して「アミューズメントマシンショー」と

「AOUアミューズメント・エキスポ」を統合した新たな展示会です。 
 
  

 当日は、51社（国内：49社 海外：2社）の企業による、発売前の最新ゲームマシンやクレーンゲーム

の景品、関連製品など約 1,000アイテムを展示し、それらを実際に遊んでいただくことができます。 

また、一般公開日となる16日には、ご来場者が参加いただける「クレーンゲームで連続ゲットにチャレ

ンジ」、「会場内スタンプラリー」、「コスプレ博」などの主催者イベントも実施します。 
※一般の入場は開催2日目の2月16日（土）のみとなります（入場料1,000円（税込）・当日販売のみ）。 

 
 
●“ゲーセン”の最新トレンドをいち早く体感できる！ 
 
「ジャパン アミューズメント エキスポ 2013」の注目は、急速に普及を続けている「スマートフォン」と

連動した、新たなアーケードゲームの楽しみ方を提案したゲーム機。ゲームセンターの遊びの要素や

連動したコンテンツをスマートフォンでも提供することにより、いつでも、どこでもアーケードゲームの興

奮が楽しめます。また、デジタル技術とアナログの遊びが融合したゲームセンターでしか体験できない

「新感覚体感ゲーム」や、シニアから子どもまで幅広い層のお客様が一緒に楽しめる「三世代コミュニ

ケーションゲーム」など、近年の社会環境やユーザーのライフスタイルの変化を背景とした最新ゲーム

機が登場します。 

これらの最新トレンド製品を「ジャパン アミューズメント エキスポ 2013」会場にて、ぜひ体験・実感し

ていただきたく存じます。 
 
＜ジャパン アミューズメント エキスポ 2013 見所＞ 

・ スマートフォンと連動し、ゲームセンターの外でも楽しめるゲームなど最新製品が登場 

・ 成長著しい中国から、大手メーカー2社が初出展 

・ クレーンゲームの日本一を決める「第 3回みんなのクレーンゲーム選手権 全国大会」開催 

  

 つきましては、報道関係者の皆様には「ジャパン アミューズメント エキスポ 2013」のご取材にあたり、

事前にご意向をお伺いしたく、取材申請用紙にご記入の上、ご返信くださいますようお願い申し上げま

す。ご多忙中とは存じますが、是非ともご取材賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 
 

 【報道関係者からの問合せ窓口】 
JAEPO2013広報担当： 株式会社フルハウス 山下・駒田 

TEL/03-5413-0293 FAX/03-3401-8085 E-MAIL/jaepo_press@fullhouse.jp 

＜イベント期間中（2/15・16）の連絡先＞ 

 TEL/043-296-4329  FAX/043-296-4330  Mobile/080-4809-5142 



 

 

 

 

 

■開催概要 

「ジャパン アミューズメント エキスポ 2013」 
 

 名  称 ： ジャパン アミューズメント エキスポ 2013 

       第 50回アミューズメントマシンショー/第 32回 AOU2013アミューズメント・エキスポ 

  

 主  催 ： ジャパン アミューズメント エキスポ協議会 

        一般社団法人 日本アミューズメントマシン協会（JAMMA） 

        一般社団法人 全日本アミューズメント施設営業者協会連合会（AOU） 

 

 後  援 ： 経済産業省（予定）・国土交通省（予定） 

 

 日  時 ： 2013年 2月 15日（金）～16日（土） 10：00～17：00 ※一般入場は 2/16のみ 

 会  場 ： 幕張メッセ 展示ホール 4・5・6  （千葉県美浜区中瀬 2-1） 

 入場料 ： 16日（土）のみ 当日入場券 1,000円（小学生以下、60才以上の方は入場無料） 

 出展社 ： 51社予定  

 

お問い合わせ  ： 03-5777-8600（NTTハローダイヤル） 

URL     ： http://www.jaepo.jp/ 

 

 

 

◆開会式 

 

開催日程  ： 2013年 2月 15日（金）  

開催時間  ： 9：30～10：00 

開催会場  ： 幕張メッセ 5ホール前特設会場 

 

出席者(予定) ： ジャパン アミューズメント エキスポ協議会会長/JAMMA会長  里見 治 

      ジャパン アミューズメント エキスポ協議会副会長/AOU会長  飯澤 幸雄 

      ジャパン アミューズメント エキスポ 2013 実行委員長     山下 滋 

       

開催内容 ：  主催者ご挨拶、ご来賓祝辞、テープカット 

 

 

※ ご取材当日は、プレス受付（5ホール前）にて、取材パスを発行させていただきます。 

※ ジャパン アミューズメント エキスポ協議会へ取材等のご希望がある場合は事前にご相談ください。 

※ お車でご来場される報道関係者の方は、事前申請が必要となります。必ず 2月 13日（水）までに 

 広報担当（03-5413-0293）へご連絡ください。 

※ 取材申請につきましては、お手数ですが、添付の FAX返信用紙に必要事項ご記入の上、 

   2月 14日（木）までにご返信いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 主催者ステージのご紹介  

 

■場所  ： JAEPOステージ（展示ホール 4） 

 

＜ステージ１ ＞ 

第 4回 接客デモンストレーション ※業界関係者対象 

・日時   ： 2月 15日（金） 13：00～15：45（予定） 

・主催   ： 全日本アミューズメント施設営業者協会連合会 

・実施内容 

 AOU加盟各社のデモンストレーターが店舗でのさまざまな場面を想定し

て再現する、オペレーターのための接客デモンストレーション。風適法の

解釈などを交えた、実際の業務に役立つ情報満載のステージです。 

＜ステージ ＞ 

第 3回みんなのクレーンゲーム選手権 全国大会 

・日時   ： 2月 16日（土）13：00～16：00（予定） 

・主催   ： 日本アミューズメント産業協会 

・実施内容 

 全国から選び抜かれたクレーンゲームの達人 24名がチーム戦で 腕を

競いあいます。クレーンゲームの達人たちの妙技をご堪能ください。 

 

 主催者イベントのご紹介  

 

■開催日 ： 2月 16日（土） ※一般入場可能日 

■場所  ： JAEPO イベントスペース（展示ホール 4）他 

＜イベント１ ＞ 

クレーンゲームで「連続ゲットに挑戦！」 

・時間   ： 10：00～16：00(賞品がなくなり次第終了) 

・実施内容   

 みんなの大好きなクレーンゲームでオリジナルティッシュボックスの連続ゲ

ットに挑戦。 

 連続で何個獲得できるかをランキングします。 

 参加賞として、オリジナルティッシュボックスを 1個プレゼント！ 

 ※先着 2,000名様まで 

＜イベント２ ＞ 

JAEPO スタンプラリー 

・時間   ： 10：00～15：00（予定） 

・実施内容   

 会場内各ブースを回って、スタンプを集めてください。 

 集めたスタンプの数によって、抽選で素敵な賞品をプレゼントします。 

 16時から JAEPOステージにて公開抽選会を実施します。 
 ※実施時間は予告なく変更となる場合があります。 

＜イベント３ ＞ 

コスプレ博 in JAEPO 

・時間   ： 10：00～16：00（受付終了） 

 *コスプレ専用受付：国際会議場 2階 小会議室 204前 

・実施内容 

 「コスプレ博」が幕張に登場。専用更衣室やクローク、メイクスペースを完備。当日参加もOKです。 

 キャラクターになりきって、無料シールプリント機やプロカメラマンによる無料撮影会で楽しめます。 
 ※無料シールプリント機並びに無料撮影会はコスプレイヤーのみの参加となります。 

 ※服装・持ち物・行為等に制限があります。 

 

 

 

 



FAX ： 03-3401-8085 

 

 

 

「ジャパン アミューズメント エキスポ 2013」 取材申請書 FAX返信用紙 
 

 

 
 

JAEPO2013広報担当 山下・駒田行 

（TEL:03-5413-0293） 

 
開催日程 ： 2013年 2月 15日（金）・16日（土） 

開催会場 ： 幕張メッセ 展示ホール 4・5・6  千葉県美浜区中瀬 2-1 

開催時間 ： 開会式     2月 15日（金） 9：30～10：00  (プレス受付開始 9：00） 

     業者招待日   2月 15日（金） 10：00～17：00  (プレス受付開始 9：00） 

     一般来場可能日 2月 16日（土） 10：00～17：00  (プレス受付開始 9：30） 

 

受付場所   ： 幕張メッセ 5ホール前 

プレスセンター ： 幕張メッセ 5ホール内、会議室 5 

 

   ▼ご来場いただける日付欄に○をつけて下さい 

2月 15日（金） 

開会式 

2月 15日（金） 

業者招待日 

2月 16日（土） 

一般来場可能日 

      

 

貴社名  ：                                

貴媒体名 ：                                

部署名（所属）：                              

お名前   ：                 (その他同行者    名) 

取材方法 ： □ペン      □スチール     □ムービー  

TEL    ：                                  

備考    ：                                

※ 取材申請につきましては、お手数ですが、こちらの FAX返信用紙に必要事項ご記入の上、 

   2月 14日（木）までにご返信いただきますようお願い申し上げます。 

※ ご取材当日は、プレス受付（5ホール前）にて、取材パスを発行させていただきます。 

※ ジャパン アミューズメント エキスポ協議会へ取材等のご希望がある場合は事前にご相談ください。 

※ お車でご来場される報道関係者の方は、事前申請が必要となります。必ず 2月 13日（水）までに 

 広報担当（03-5413-0293）へご連絡ください。 

※ ご記入頂きました個人情報は、イベント出欠確認の為に使用させて頂き、適切に取扱い致します。 


