
 

 

  2017年1月 

報道関係者各位                 ジャパン アミューズメント エキスポ協議会 

＜取材のご案内＞                                               

 今年は「闘会議2017」と“初合同開催”！！会期も延長！  

～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2017」取材のご案内 
 

～2017年2月10日（金）～12日（日） 幕張メッセ・展示ホール2・3～ 
 

 ジャパン アミューズメント エキスポ協議会（東京都千代田区、会長：里見治）は、2017年2月10日（金）

～12日（日）の3日間、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2017（略称：ＪＡＥＰＯ２０１７）」を幕張メッセ（展示ホール2・3）にて開催します。 
  
 当日は、42社（国内：40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、それらをプレイ料金無料で遊んでいただけます。 

また、第5回の開催となる今回は、会期が1日延長され、一般公開日の11・12日は、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2017」との“初合同開催”となります。

両イベントのゲームコンテンツが融合することで、アーケードゲームの他、アナログからデジタルまで古

今東西のゲーム、ゲーム大会・実況など、全てのゲームファンが楽しめる、“新たな形のゲームイベン

ト”を体験していただけます。 
※開催初日、2月10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。 

 

＜「ＪＡＥＰＯ２０１７」注目の最新トレンド＞ 

●風適法改正が追い風に！？「キッズ」「女性」「初心者」までユーザー層拡大を図るゲーム機器 

ゲームセンターは、すでに約 6割がショッピングセンター内に設置されており、昨年 6月に施行された改

正風営法では、一部地域を除き、保護者同伴であれば「16歳未満の 18時以降の入場」が可能になるな

ど、より幅広い層の人々が楽しめる“遊びの場”になっています。この「ゲームセンターの今」を反映した、

「メダルゲーム」「エアーホッケー」「運転シミュレーター」などのキッズも大人も楽しめるゲーム機、女性に

人気の最新「プリントシール機」、利便性を高め“ゲーセン初心者”の気軽なプレイも促進する「電子マネ

ー決済システム」など、ユーザー層の拡大を目指すゲーム機、関連機器が多数登場します。 
 
●話題の最新技術を活用した「VRゲーム」 

様々な分野での活用が話題となっている「VR（仮想現実）」は、消費者向け機器の他、体験施設も続々と

登場しており、“ゲームセンターの未来”を変える可能性のある技術として注目を集めています。本会場

でも、ゲームセンター・アミューズメント施設ならではの迫力体験が楽しめる VRゲームが出展されます。 
 
●プレイしても！観戦しても！みんなで一緒に盛り上がる「eスポーツ」 

世界的人気の高まりから、昨年には全国リーグがスタートするなど、国内でも競技人口が急速に増えて

いる「eスポーツ」。会場では、多人数で楽しめる対戦ゲームが多数出展される他、出展社による大規模

な決勝大会、主催イベント「天下一三大祭」も行われるなど、対戦ゲームを“遊んで、観て”楽しめます。 
 
 つきましては、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 2017」会場にて、ぜひ

体験・実感していただきたく存じます。ご多忙中とは存じますが、是非ともご取材下さいますよう宜しくお

願い申し上げます。 

 【報道関係者からの問合せ窓口】 
JAEPO2017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（2/10～2/12）の連絡先＞ 

 TEL/080-4809-5142（山下携帯）、080-4809-5131（駒田携帯） 



 

 

 

 

 

■開催概要 

「ジャパン アミューズメント エキスポ 2017」 
 

 名  称 ： ジャパン アミューズメント エキスポ 2017 
  

 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） 
 
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」はホール 4～8での開催／ホール 1は待機スペース 
  
日  時 ： 2017年 2月 10日（金） 10：00～18：00 【ビジネスのみ】 
        2月 11日（土） 10：00～18：00 【ビジネス＋一般】 
         2月 12日（日） 10：00～17：00 【一般のみ】 

★2月 11日（土）・12日（日）は「闘会議」との合同開催のため相互入場可能。 
 
 入場料 ： ＪＡＥＰＯビジネス入場券をお持ちの方・・・・・・・無料（10日、11日のみ入場可） 

       一般の方・・・・・・・・・共通入場券（11日・12日のみ入場可）※未就学児入場無料 

      ●前売り入場券 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  1日券 1,600円 ／ 2日通し券 2,700円  
 
出展社 ： 42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  ： 2017年 2月 10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 

開催内容 ：  主催者ご挨拶、ご来賓祝辞、テープカット 

          ※ご来賓として、経済産業省、国土交通省、警察庁の担当官がご出席予定です。 
 
 

 「闘会議 2017」について 
 niconicoが主催し、デジタルからアナログまで古今東西のゲームを集め、ゲーム実況とゲーム大会を     

 中心に開催している日本最大級の“ユーザー参加型”のゲームイベント。前回の「闘会議 2016」では 

 2日間で「会場来場者」4万 7,588人、「ネット来場者」は 687万 8,290人を動員。 

＜「闘会議 2017」に関する報道関係者からの問い合わせ先＞ 

株式会社ドワンゴ 広報部／E-mail：niconico-pr@dwango.co.jp 

 
 
※ 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 9日（木）までに 

 広報担当（03-5413-0293）へご連絡ください。受付方法に関してのご案内がございます。 

※ 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 9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。 

※「闘会議」取材を希望される場合は、別途、公式 HP（http://tokaigi.jp/2017）よりお申込みください。 

http://www.jaepo.jp/
mailto:niconico-pr@dwango.co.jp
http://tokaigi.jp/2017


 

 
 

 

 主催者イベントのご紹介  

 

＜業界関係者向け＞ 
 

◎第 8回接客デモンストレーション 

・日時 ： 2月 10日（金） 13：00～15：00 

・主催 ： 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） 

・会場 ：  3ホール JAEPOステージ 

・参加企業(50音順)：  アドアーズ㈱/㈱カプコン/㈱共和コーポレーション/㈱セガエンタテインメント/         

               ㈱タイトー/㈱ナムコ/㈱プロバックス/㈱ラウンドワン 

・実施内容 

 今回で 8回目となる『接客デモンストレーション』には 8社が参加。アミューズメント施設運営各社 

 から選ばれたカリスマスタッフたちによる接客をご披露いただき、サービス業としての接客サービス 

 の重要性を考える契機とするとともに、業界全体の接客スキルの向上を図る一環とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
＜天下一三大祭＞ 
 
①第 3回天下一音ゲ祭 全国頂上決戦 ※観覧自由 

・日時 ： 2月 11日（土） 12：00～15：00（予定） 

・主催 ： 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） 

・会場 ： 3ホール JAEPOステージ 

・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/㈱バンダイナムコエンターテインメント 

・実施内容 

  大人気のゲームジャンル“音楽ゲーム”の全国大会『第３回 天下一音ゲ祭』の全国頂上決戦を

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 4機種

の精鋭 総勢 44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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年開催時の様子 

昨年開催時の様子 



 

 

 

 

 

②第 1回 天下一格ゲ祭 ※観覧自由 

・日時 ： 2月 12日（日） 11：00～16：30（予定） 

・場所 ： 3ホール JAEPOステージ 

・主催 ： JAEPO主催者事業実行委員会、AOU店舗活性推進委員会 

・協力(50音順) ： アークシステムワークス(株) 、㈱セガ・インタラクティブ、㈱タイトー、 

㈱バンダイナムコエンターテインメント 

・実施内容 

 アーケードゲーム業界団体初の格闘ゲーム全国大会。全国の精鋭による頂上決戦。全国の 

 トッププレイヤーのプレイをご堪能ください。 

 

 

③天下一メダゲ祭 ※観覧自由 

・日時 ： 2月 12日（日） 予選 11：00～ ／ 決勝 14：30～ 

・場所 ： 2ホール JAEPOイベントスペース B 

・主催 ： アドアーズ㈱ 

・実施内容 

 2017年最強運持ち主決定戦。予選を 8回戦行い、その中から上位 8名が決勝へと進出。 

 残った 64人の中から最強運持ち主を決定します。使用するマシンはシングルスロットマシンで、 

 メダルゲームを遊んだ事ない方でも簡単に遊べます。参加費無料で誰でも参加可能です。 

※当日参加枠は定員数に達した場合、締め切りとさせて頂きます。 

 

＜その他＞ 
◎天下一メダゲ祭 前夜祭 怪獣娘コラボステージ 

・日時 ： 2月 11日（土） 14：00～15：30（予定） 

・場所 ： 2ホール JAEPOイベントスペース B 

・主催 ： アドアーズ㈱ 

・ゲスト ： 五十嵐裕美さん、諏訪彩花さん、湯浅かえでさん 

・実施内容 

 2月 12日に開催されるアドアーズ主催『天下一メダゲ祭』の前夜祭イベントとして、2月 11日は 

 『天下一メダゲ祭 前夜祭 怪獣娘コラボステージ』を開催。ステージ上でアニメ「怪獣娘」キャストに

よるトークショーやミニゲーム、更には参加者に向けてのプレゼント企画も用意しています。 

※参加費無料。参加者が多い場合は、入場規制を設けさせて頂きます。 

 
 
◎天下一物販 

・日時 ： 2月 11日（土） 10：00～18：00 

     2月 12日（日） 10：00～17：00 

・場所 ： 3ホール JAEPOステージ奥 天下一物販 

・実施内容 

 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します。 

 
 
◎プライズフェア クレーンゲーム体験コーナー 

・日時 ： 2月 11日（土） 10：00～18：00 

     2月 12日（日） 10：00～17：00 

・場所 ： 2ホール JAEPOイベントスペース A 

・実施内容 

 クレーンゲームの楽しさを体験できるコーナーが登場。 

※クレーンゲームの体験には整理券が必要となります。（配布場所：プライズフェア受付） 

★上記主催イベントに加え、一般公開日の 11・12日には、各出展ブースでの「出展社イベント」も多数 

  開催される他、合同開催の「闘会議 2017」でも、ゲーム大会など、ゲームに関する様々な企画が 

  開催されます。 



FAX ： 03-3401-8085 

 「ジャパン アミューズメント エキスポ 2017」 取材申請書 FAX返信用紙  

 
 

 
 

 
JAEPO2017広報担当 山下・駒田行（TEL:03-5413-0293） 

 

開催日程   ： 2017年 2月 10日（金）～12日（日） 

開催会場   ： 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 

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

       ビジネス    2月 10日（金） 10：00～18：00  (プレス受付開始 9：00） 

       ビジネス＋一般  2月 11日（土） 10：00～18：00  (プレス受付開始 9：30） 

  一般      2月 12日（日） 10：00～17：00  (プレス受付開始 9：30） 

   ★「闘会議」開催期間は 2月 11日（土）～12日（日）の 2日間となります。 

 

受付場所   ： 幕張メッセ 5ホール前（プレスパス発行） 

プレスセンター ： 幕張メッセ 4ホール内、多目的室 

       ※プレスセンターのご利用は、各日とも受付開始後からとなります。 
 
▼ご来場いただける日付欄に○をつけて下さい 

2月 10日（金） 

開会式 

2月 10日（金） 

ビジネス 

2月 11日（土） 

ビジネス＋一般 

2月 12日（日） 

一般 

       

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 9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 9日（木）までに 

 広報担当（03-5413-0293）へご連絡ください。受付方法に関してのご案内がございます。 

※ 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。 

※ 会場内では、各出展社ブースなどで多数のワイヤレスマイク使用が予想されるため、ご取材の 

   際には有線マイクのご使用をお勧めいたします。 


