
 
 

 

 

2020年1月 

報道関係者各位               一般社団法人 日本アミューズメント産業協会 

＜取材のご案内＞                                               

“2020年のトレンド”を反映した最新ゲームマシンが多数登場！ 

～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2020」取材のご案内 
 

～2020年2月7日（金）～8日（土） 幕張メッセ・展示場 HALL9・10～ 
 

 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、2020

年2月7日（金）～8日（土）の2日間、幕張メッセにおいて「ジャパン アミューズメント エキスポ2020（略

称：JAEPO ２０２０）」を開催いたします。 
  
 当日は、41社（国内：39社 海外：2社）の企業による、発売前の最新アーケードゲームやクレーンゲー

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。 
 
現在、ゲームセンターでは、外国人観光客からの人気も高い、クレーンゲームなどのプライズマシン

とプライズ・景品が施設によっては売上の 7割以上を占めるようになっている他、最新プリントシール機

が 10 代の間でヒットするなど、社会の動向・トレンドを反映しながら、多様なユーザーを取り込み続ける、

“ゲームセンターの新たな取り組み”にも注目が集まっています。 
 

＜「ＪＡＥＰＯ２０２０」注目の最新トレンド＞ 
 
●今年はより盛り上がる「スポーツゲーム」 

2020年は「スポーツ」が盛り上がる年。世界的スポーツイベントの公式ビデオゲーム「マリオ&ソニック 

AT 東京 2020オリンピック™ アーケードゲーム」など、スポーツをテーマにしたゲームマシンが出展され

ます。 
 
●最新デジタル技術とアナログ的な体感要素が融合した「新感覚体感ゲーム」 

投げた手裏剣が的に刺さる爽快感を安全に味わえる忍者トレーニングマシン、モニター上のターゲットに

むけてエアソフトガンで BB弾を実際に撃つシューティングアトラクションなど、デジタル技術を駆使しなが

らもアーケードゲームならではの非日常的な新感覚が楽しめる体感型ゲームが登場します。 
 
●進化する「音楽ゲーム」と白熱の全国大会 

VR技術を使用したVRリズムアクションゲームの他、人気音楽ゲームの最新版など、各社から新たな音楽

ゲームが多数出展されます。また、「eスポーツ」の認知が高まる中、出展社による音楽ゲームの全国大

会も複数開催され、プレイヤーと観客が一体となって白熱した対戦が繰り広げられます。 

 

 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 2020」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】 

JAEPO2020広報担当： 株式会社フルハウス 新田・山下 
TEL/03-5413-0293 FAX/03-3401-8085 E-MAIL/jaepo_press@fullhouse.jp 

【会期中（2/7～2/8）の連絡先】 TEL/080-4803-3046（新田携帯）、080-4809-5142（山下携帯）  

mailto:E-MAIL/jaepo_press@fullhouse.jp


 
 
 
 
 

 

■開催概要 

「ジャパン アミューズメント エキスポ 2020」 
 

 名  称 ： ジャパン アミューズメント エキスポ 2020 （略称：ＪＡＥＰＯ ２０２０） 
  

 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 HALL9・10（千葉県美浜区中瀬 2-1） 
  
日  時 ： 2020年 2月 7日（金） 10：00～17：00 【ビジネスのみ】 

          8日（土） 10：00～17：00 【ビジネス＋一般】 
 
 入場料 ： ＪＡＥＰＯビジネス入場券をお持ちの方・・・・・・・ 無料 

       一般の方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 前売券     1,300円 

                                          当日入場券  1,500円  

  ※税込／小学生以下無料 
 
出展社 ： 4１社予定  
 
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/ 
 

 

 

◆開会式 

開催日程  ： 2020年 2月 7日（金）  

開催時間  ： 9：30～10：00 

開催会場  ： 幕張メッセ 9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、国土交通省の担当官がご出席予定です。 

 

※ ご取材当日は、プレス受付（10ホール前）にて、取材パスを発行させていただきます。 

※ 一般社団法人日本アミューズメント産業協会へ取材等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 6日（木）17時まで

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、添付の返信用紙に必要事項ご記入の上、 

   2月 6日（木）17時までにご返信いただきますようお願い申し上げます。 

  

mailto:info@jaepo.jp
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主催者イベントのご紹介  

 

＜業界関係者向け＞ 

 
◎アミューズメントスタッフ検定 

・日時 ： 2月 7日（金） 10：00～16：30（予定） 

・会場 ： 9ホール JAEPOイベントスペース 

・主催 ： 一般社団法人 日本アミューズメント産業協会（JAIA） 

・実施内容 

「アミューズメントスタッフ検定」は、全国のアミューズメント施設で働くスタッフの人材力・価値の向上

を目指し、業界各社の教育担当者が標準的なオペレーションの知識として監修した、JAIA店舗活性

推進委員会が新たに開催する検定です。今回開催の「3級」はオペレーターで働く、社員を目指すア

ルバイトの方 及び 入社 2年目くらいの社員の方を対象にした検定になります。 

 

 
＜一般来場者向け＞ 
 
◎メダルゲーム体験会 

・日時 ： 2月 8日（土） 10：00～17：00（予定） 

・会場 ： 9ホール JAEPOイベントスペース 

・協力(50音順)： ㈱アークフロント／㈱アムジー／㈱ウチダ／㈱エンハート／ 

㈱コナミアミューズメント／システムサービス㈱／㈱セガ・インタラクティブ／ 

㈱セガエンタテインメント／㈱タイトー／㈱バンダイナムコアミューズメント／ 

㈱友栄／㈱ラウンドワン 

・実施内容 

 ゲームセンターで稼働中の人気メダルゲームが大集合！ 

 メダルを増やして、たくさん楽しもう！ 

 

◎プライズフェア クレーンゲームフリープレイコーナー（無料） 

・日時 ： 2月 8日（土） 10：00～17：00（予定） ※景品がなくなり次第終了となります 

・会場 ： 10ホール プライズフェアブース 

・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/㈱BANDAI SPIRITS/フリュー㈱ 

・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。プライズをゲットできるか、腕試しして 

 みよう。 

   

◎JAEPOショップ 

・日時 ： 2月 8日（土） 10：00～17：00（予定） 

・場所 ： 10ホール JAEPOショップ 

・出店企業(50音順)： ㈱エイコー/㈱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 

・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。 

 ※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。 

 

 

★上記主催イベントに加え、一般公開日の 8日には、各出展ブースでの「出展社イベント」も多数 

  開催される予定です。 

  



 

FAX    ：03-3401-8085 

E-MAIL ：jaepo_press@fullhouse.jp  

 

 

 

 

 

 「ジャパン アミューズメント エキスポ 2020」 取材申請書 返信用紙  

 
 

 
 

 
JAEPO2020広報担当 新田・山下行（TEL:03-5413-0293） 

 

開催日程   ： 2020年 2月 7日（金）～8日（土） 

開催会場   ： 幕張メッセ 国際展示場 HALL9・10  千葉県美浜区中瀬 2-1 

開催時間   ： 開会式     2月 7日（金）   9：30～10：00   (プレス受付開始 9：00） 

       ビジネス    2月 7日（金）  10：00～17：00  (プレス受付開始 9：30） 

       ビジネス＋一般  2月 8日（土）  10：00～17：00  (プレス受付開始 9：30） 

受付場所   ： 幕張メッセ 10ホール前（プレスパス発行） 

プレスセンター ： 幕張メッセ 9ホール エスプラナード 

       ※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 7日（金） 

開会式 

2月 7日（金） 

ビジネス 

2月 8日（土） 

ビジネス＋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 6日（木）17時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（10ホール前）にて、取材パスを発行させていただきます。 

※ 一般社団法人日本アミューズメント産業協会へ取材等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 6日（木）17時まで 

  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。 


