
 
 

 

 

2023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＞                                               

“2023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2023」取材のご案内 
 

～2023年2月10日（金）・11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：山下滋）は、2023

年2月10日（金）・11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2023（略

称：JAEPO2023）」を開催いたします。 
  
 当日は、41社（国内：40社 海外：1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 2,500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、ゲームセンターをはじめとしたアミューズメント施設では、クレーンゲームなどのプライズマシン

とプライズ・景品の売上が 6割以上を占めるようになっている他、いわゆる「100円玉ビジネス」からの

脱却につながる「キャッシュレス決済システムの規格標準化」が進められるなど、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。 
 

＜「JAEPO2023」注目の最新トレンド＞ 
 
●ゲームセンターだからこそ、みんなで「遊び」を共有できる最新ゲーム 

450度の映像に囲まれながら、複数人で体を動かして楽しめる没入型アトラクション、プレイヤーだけで

なく観客も一緒に盛り上がれる最新音楽ゲームなど、複数人で遊びを共有できる“リアル（現実）のあそ

び場”であるゲームセンターだからこそ可能な「体験・体感」が楽しめる最新ゲームが多数登場します。 

 

●“ゲームセンターを支える”クレーンゲーム/プライズ 

Youbeでクレーンゲームに関する動画が人気になるなど、老若男女から人気を得て、今や“ゲームセン

ターの大黒柱”といえるジャンルとなった、クレーンゲームなどのプライズマシンとプライズ・景品。会場で

は様々なプライズマシン、人気キャラクターなどの最新プライズ・景品が多数出展されます。 

 

●時代を反映するゲームセンターの進化 

ユーザーの利便性を高め、柔軟な価格設定も可能なキャッシュレス決済システム、感染症対策のためゲ

ームセンターでの接客に活用されるロボットなど、社会変化に対応しながらゲームセンターを進化させる新

たなシステム・周辺機器も出展されます。 

 

 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 2023」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】 

JAEPO2023広報担当： 株式会社フルハウス 山下・古家・駒田 
TEL/080-8818-7661 FAX/03-3401-8085 E-MAIL/jaepo_press@fullhouse.jp 
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■開催概要 

「ジャパン アミューズメント エキスポ 2023」 
 

 名  称 ： ジャパン アミューズメント エキスポ 2023 （略称：JAEPO2023） 
  

 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 ： 2023年 2月 10日（金） 10：00～17：00 【ビジネスのみ】 ※一般は入場不可 

11日（土） 10：00～17：00 【ビジネス＋一般】 

※一般読者向けには、初日（10日）の情報は記載しないようお願いいたします。 

  

入場料 ： 無料 （出展社から送付する事前登録券が必要）・・・・・ビジネス来場者（事前登録制） 

        時間指定入場券 1,500 円 （税込）           ・・・・・一般の方（予約チケット制） 

       【チケット販売サイト「アソビュー」にて販売】 

※14：00 以降の入場は 1,000 円 （税込）。 

※小学生以下は終日無料ですが、事前に無料チケットのご予約が必要です。 

※会場での当日券の販売はいたしません 

 

出展社 ： 4１社予定  

 

URL     ： http://www.jaepo.jp/ 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 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 9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 9日（木）

17時までにメール、 FAXにてお送りいただくか、申請フォームにてご返信いただきますようお願い申し

上げます。 

  

http://www.jaepo.jp/
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 主催者展示・イベントのご紹介  

 

＜業界関係者向け＞ 
 

◎JAIAブース 

・日時 ： 2月 10日（金）・11日（土） 10：00～17：00 

・場所 ： 9ホール 主催者コーナー 

・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 

「JAIAが進める業界の DX化に向けた取り組み」を紹介。JAIAがゲームセンター業界のキャッ 

シュレス化、DX化に向けて制定した「JAIAデジタル規格（JDS）」によって、業界にどの様な効果や 

利便性をもたらすのか、さらにはゲームセンターの未来像はどう変わるのかを具体的にご理解 

いただける展示を行います。是非、JAIAブースをご覧下さい。 

 

【展示テーマ】 

(1)WEB API によるベンダーフリーの時代 

(2)JAIA コードによる景品運営の未来 

(3)電子マネー、QR コードによる単価の変わる未来 

(4)アミューズメントオペレーションの DX による変化 

 

＜一般来場者向け＞ 
 
◎JAEPOショップ 

・日時 ： 2月 11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/㈱バンダイナムコアミューズメント/ 

         ㈱ブシロードクリエイティブ 

・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。 

 

◎JAEPO クレーンゲームフリープレイ 

・日時 ： 2月 11日（土） 10：30～16：00 ※整理券制。予定枚数配布で終了となります。 

・場所 ： 10ホール クレーンゲームフリープレイコーナー 

・主催 ： 一般社団法人 日本アミューズメント産業協会（JAIA） 

・協力(50音順)： ㈱タイトー、㈱バンダイナムコアミューズメント、㈱ラウンドワン、 

       プライズフェア各社（㈱エイコー、システムサービス㈱、㈱セガ、㈱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、 

  ぜひ腕試ししてみよう。 

  ※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：フリープレイ会場前） 

 

 

★上記主催イベントに加え、一般公開日の 2月 11日（土）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。 

  



 
 

 

 

 「ジャパン アミューズメント エキスポ 2023」 取材申請書 返信用紙  
 

JAEPO 2023広報担当 山下・古家行（TEL: 080-8818-7661） 

開催日程   ： 2023年 2月 10日（金）～11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   ： ビジネス    2月 10日（金）  10：00～17：00  (プレス受付開始 9：30）   

       ビジネス＋一般  2月 11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 

 
 

▼ご来場いただける日付欄に○をつけて下さい 

2月 10日（金） 

ビジネス 

2月 11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、こちらの返信用紙に必要事項ご記入の上、2 月 9日（木）17 時までに 

E メールまたは FAXにてお送りいただくか、申請フォームにて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 9 日（木）17時まで 

  に広報担当（080-8818-7661）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。 

FAX： 03-3401-8085 

E-MAIL： jaepo_press@fullhouse.jp 

申請フォーム URL： https://bit.ly/3wpGNxz 
 

申請フォーム QR コード 

mailto:jaepo_press@fullhouse.jp
https://bit.ly/3wpGNxz

