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プロデューサーと直接対話できるファンミーティングを初めて会期に合わせて開催！

「東京ゲームショウ 2019」
バンダイナムコエンターテインメントブース見どころ紹介
キッズからプロライセンス選手まで、幅広い IP を生かした esports 大会も実施
株式会社バンダイナムコエンターテインメント（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮河恭夫）は、2019 年 9 月 12
日（木）～15 日（日）（12 日、13 日 ビジネスデイ／14 日、15 日 一般公開日）に幕張メッセで開催される「東京ゲーム
ショウ 2019」へ出展します。新規タイトルから人気シリーズ最新作まで、家庭用ゲームソフトやスマートフォン向けゲー
ムアプリを幅広いラインアップでブース展開します。

■ゲームファンとつながる場に！ イベント会期に合わせたファンミーティングの開催
今年は東京ゲームショウをファンとつながる場にするべく、当社が展開しているゲーム
シリーズの WEB ファンコミュニティと連携した施策を行います。例えば、『ガンダム』・『テイ
ルズ オブ』・『ソードアート・オンライン』シリーズでは、抽選により当選されたお客様を対
象に、一般公開日に行われるステージを良席で観覧できる「ステージ優先観覧権」を提供
します。さらに、『ガンダム』・『テイルズ オブ』シリーズでは、当社ブースでステージイベン
トが行われる日の夜に、数十名を招待する（※1）ファンミーティングを会場近郊で実施し
ます。日中はステージを観覧、夜はファンミーティングで交流、とファンの方に楽しんでい
ただける 1 日を演出してまいります。ファンミーティングでは当社のゲームシリーズプロデ
ューサーや開発スタッフも参加し、カジュアルに直接対話する機会を通じて、より長く愛さ
れるゲームシリーズをお客様と一緒に育てていきたいと考えています。
■キッズ向け大会からプロライセンス選手による大会まで、幅広い当社 IP を生かした esports の取り組み
今年は幅広い当社 IP（知的財産）を生かした esports の大会を実施します。9 月 14 日に
は、国際会議場 中会議室 201 ならびに主催者企画ステージ「e-Sports X」にて、日本 e ス
ポーツ連合（JeSU）公認の「鉄拳７」プロライセンス選手全 11 名による「鉄拳プロチャンピ
オンシップ 日本代表決定戦 2019」、15 日には NTT ドコモ社ブースにて「機動戦士ガンダ
ム バトルオペレーション２」のエキシビション大会を実施します。さらに、15 日にはファミリ
ーコーナーにて「釣りスピリッツ Nintendo Switch バージョン」を使用したキッズ向け大会も
実施します。ゲームプレーのみならず、観戦し応援する esports ならではの楽しさや面白さ
を、より多くの皆様にお届けします。
■大型タイトルやスマホ向けゲームアプリの試遊出展、最新情報も！
今年は「バンダイナムコエンターテインメントタイムズスクエア」をテー
マにしたブースで、30 タイトル以上の当社の家庭用ゲームやネットワーク
コンテンツの最新情報の発信や最新作の試遊出展を行います。
バンダイナムコエンターテインメントは世界中のお客様が笑顔でいられるよ
うな「アソビきれない毎日を。」の実現を目指しています。
(※1)『ガンダム』シリーズでは「GPG 作戦会議」の名称で約 45 名、「SD ガンダム ジージェネレーション クロスレイズ」「機動戦士ガンダム バトルオペレー
ション２」「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」を対象に実施予定。『テイルズ オブ』シリーズでは「テイルズ オブ ファンミーティング」の名称で約 60
名を予定。（ファンミーティングへの応募は終了しています）
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★：試遊出展タイトル

■新 IP を含む世界向け大型タイトル多数！家庭用ゲームソフト出展タイトル

※一部のみ掲載

★「CODE VEIN（コードヴェイン）」
（PlayStation(R)4<以下 PS4(R>>・Xbox One・STEAM(R)／2019 年 9 月 26 日発売予定
<STEAM®版は 9 月 27 日>／PS4(R)通常版 8,200 円＋税 他（※2））
崩壊した近未来で、不死の存在「吸血鬼－レヴナント－」となり、同じ境遇に置かれた
仲間とともに、様々な危険が待ち受ける死地に挑み、踏破していくドラマティック探索
アクション RPG。援護攻撃や能力強化、回復など、あらゆる面で連携しながら戦闘を
行うバディの存在が特徴で、戦略的にダンジョンの攻略を楽しむことができます。
★「SD ガンダム ジージェネレーション クロスレイズ」
（PS4(R)・Nintendo SwitchTM・STEAM(R)／2019 年 11 月 28 日発売予定／通常版 8,200
円＋税、プレミアム G サウンドエディション 12,000 円＋税）
『ジージェネレーション』シリーズ最新作。『新機動戦記ガンダム W』・『機動戦士ガンダ
ム SEED』・『機動戦士ガンダム 00』・『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』シリー
ズから様々なモビルスーツ・キャラクターが参戦。原作をモチーフにしたストーリーを
楽しみながら、作品の枠を超えてプレーヤー独自の部隊を作り出していく本シリーズ
のプレースタイルを踏襲しており、原作で描かれた戦いの物語を追体験できます。
★「ドラゴンボールZ KAKAROT（カカロット）」
（PS4(R)・XboxOne<DL版のみ>／2020年初頭発売予定／価格未定）
「ドラゴンボールZ」の世界を舞台に、孫悟空（カカロット）を体験することができる悟空
体験アクションRPG。従来のドラゴンボールゲームでは描き切れなかったTVアニメの
細かいシーンや語られなかったシーンを再現、美麗なアニメグラフィックスで表現して
います。
★「ONE PIECE 海賊無双 4」
（PS4(R)・Nintendo SwitchTM・XboxOne<DL 版のみ>／2020 年発売予定／価格未定）
国民的人気作品『ONE PIECE（ワンピース）』と爽快感あふれるアクションが楽しめる
『無双』シリーズとのコラボレーションで展開する『ONE PIECE 海賊無双』シリーズ最
新作。無数の敵をなぎ倒す気持ちよさをそのままに、本作では、アクション中に破壊さ
れる建物や土煙など、これまで以上に豪快なアクション演出による『ONE PIECE』の戦
場を体験できます。
★SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris
（ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス）
（PS4(R)・XboxOne・STEAM(R)／発売時期未定／価格未定）
TV アニメ『ソードアート・オンライン』の最新シリーズ『ソードアート・オンライン アリシ
ゼーション』がゲーム化。AI（人工知能）が暮らす仮想世界を舞台に、常に緊張感の
あるシームレスバトルを繰り広げながら物語を進めていきます。また、現在オリジナ
ル衣装デザインコンテストを実施中（※3）で、優秀作品はゲームに登場予定です。

■実車版「ミニ四駆」も登場！スマートフォン向けゲームアプリ出展タイトル

※一部のみ掲載

「ミニ四駆 超速グランプリ」
（App Store、Google Play™／配信時期未定）
レーシングホビー「ミニ四駆」を題材に多彩なカスタマイズと白熱のレースが楽しめ
るゲームアプリ。実物のパーツを 3D スキャナで読み込んだ３D モデルや、実際の走
行音を収録した効果音など、リアルなミニ四駆をお楽しみいただけます。当社ブー
スでは実車版のミニ四駆「1/1 エアロ アバンテ」の車両を特別展示。写真撮影をし
て SNS 投稿すると「ミニ四駆」を先着でプレゼントいたします。
★「ガンダムブレイカーモバイル」
（App Store、Google Play™／配信中）
ガンプラをモチーフにしたガンダムゲームシリーズ『ガンダムブレイカー』の最新作。
2019 年 7 月 31 日にリリースし、現在 200 万ユーザーを突破、世界中で楽しんでいた
だいています。当社ブースでは、今後実装予定のマルチプレーを先行体験できます。

※対応プラットフォーム、発売時期情報、価格は国内向けのものです。
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■バンダイナムコエンターテインメント ブース出展概要
・ビジネスデイ
・一般公開 日
・会場
・一般展示ブース

：9 月 12 日（木）、13 日（金） 10：00～17：00
：9 月 14 日（土）、15 日（日） 10：00～17：00
：幕張メッセ (千葉市美浜区中瀬 2-1)
：展示ホール 6

○東京ゲームショウ特設ページ
https://tgs2019.bandainamcoent.co.jp/
○公式facebookページ
https://www.facebook.com/bandainamcoentertainment
○公式twitterアカウント
@bnei876

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©創通・サンライズ
© BANDAI NAMCO Amusement Inc. © BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
TEKKEN™7 & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
©バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©2017 川原 礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／SAO-A Project ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©小学館 ©ShoPro ©TAMIYA ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS ©創通・サンライズ・テレビ東京
(※2)PS4(R)通常版 8,200 円＋税／数量限定生産版 13,800 円＋税、Xbox One 通常版 8,200 円＋税（DL のみ）、STEAM(R)通常版 オープン価格（DL の
み）ダウンロード版 デラックスエディション 10,900 円＋税
（※3）応募期間は 9/6（金）23:59 までを予定。
※プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※「PlayStation」、「プレイステーション」および「PS4」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※Nintendo Switch は任天堂の商標です。
※STEAM および STEAM ロゴは、米国およびまたはその他の国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。
※Xbox One は米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の登録商標または商標です。
※Apple は、米国もしくはその他の国や地域における Apple Inc.の商標です。App Store は、Apple Inc.のサービスマークです。
※Google Play は、Google LLC の商標です。
※ミニ四駆は株式会社タミヤの登録商標です。
※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。
※画面は開発中のものです。

以上
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