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「東京ｅスポーツフェスタ」企画詳細 

１ 開催概要 

名  称：東京ｅスポーツフェスタ 

日  程：令和２(2020)年１月11日(土曜日)・12日(日曜日)  

会  場：東京ビッグサイト 南１ホール（江東区有明３－11－１） 

主  催：東京ｅスポーツフェスタ実行委員会［東京都／一般社団法人日本ｅスポーツ連合／一

般社団法人コンピュータエンターテインメント協会／一般社団法人日本オンラインゲ

ーム協会／(株)東京ビッグサイト］ 

  企画運営： 

 

 

２ ｅスポーツ競技大会（50音順） 

 競技大会は、以下３種目で実施し、各種目１位の参加者及びチームには東京都知事杯及び協賛者

や関連産業展示会出展者からご提供いただいた副賞を贈呈します。「太鼓の達人」「パズドラ」に

ついては当日会場にて参加申込みなので、ぜひご参加ください。 

タイトル 
太鼓の達人 

Nintendo Switchば～じょん! 
パズドラ モンスターストライク 

メーカー 
バンダイナムコ 

エンターテインメント 

ガンホー・オンライン 

・エンターテイメント 
ミクシィ（XFLAG） 

内容等 

リズムに合わせて流れてくる音

符を太鼓の面とフチを使って叩

き、高得点を目指す音楽ゲーム 

同じ属性のドロップを縦横３

つ以上並べて消して敵モンス

ターを攻撃し、ダンジョンク

リアを目指すパズルＲＰＧ 

最大４人で協力プレイ！育て

たモンスターを指で引っ張っ

て敵モンスターに当てて倒す

アクションＲＰＧ 

使用機器 
Nintendo Switch 

（太鼓とバチ） 
スマートフォン スマートフォン 

参加対象 小学生以下 年齢制限なし 年齢制限なし 

参加単位 １名 １名 ４名１組 

参加申込 

当日会場にて申込！ 

時間は公式サイトにて 

ご確認ください 

当日会場にて申込！ 

時間は公式サイトにて 

ご確認ください 

事前に公式サイトから申込 

12月20日(金)〆切 

備 考 

1月11日(土)フェスタ予選･決勝 

1月12日(日)小学生ﾄﾞﾝｶﾂ王決定戦! 

1月11日(土) 予選 

1月12日(日) 決勝 

1月11日(土) 予選①～③ 

1月12日(日) 予選④、決勝 

ルール等詳細は、公式ＷＥＢサイトに掲載 

 ※ 「太鼓の達人」及び「パズドラ」は、参加受付状況により参加できない場合もあります。 

※ 使用機器は、すべて主催者側で用意した機器を使用していただきます。 

※ 「太鼓の達人 Nintendo Switchば～じょん!」で１位になった参加者には、翌日同会場で開催

される株式会社ＪＴＢ主催の「太鼓の達人 Nintendo Switchば～じょん！小学生ドンカツ王決定

戦！」決勝大会に参加する権利を授与します 

【ＪＴＢ主催イベントに関する問い合わせ先】 

   ○ 報道関係の方 

ＪＴＢ 広報室 TEL：03-5796-5833 

○ 太鼓の達人 Nintendo Switch ば～じょん！小学生ドンカツ王決定戦！に関すること 

小学生ドンカツ王決定戦事務局（株式会社ＪＴＢ コミュニケーションデザイン内） 

TEL：03-5657-0741（電話受付時間 10:00～18:00 土・日・祝日を除く）  



 

３ ｅスポーツ関連産業展示会 

  ゲーム開発、周辺機器・アイテム、関連サービス、学校等、３２事業者の出展が決定！ 

出展者は以下の通りです。（ジャンル別に50音順） 

【ゲーム開発】 

出展者名 主な製品・サービス 

ｅコンバット交陣（響尤） 年齢や性別を問わず楽しめるサイバー剣術 

株式会社よむネコ／株式会

社gumi X studio 

ＶＲ活用の対戦格闘ゲーム「DUELS of 

GARGANTUA」 

株式会社リズ 
スマートフォンゲームアプリ、オリジナルグ

ッズ 

【周辺機器・アイテム製造・販売】 

出展者名 主な製品・サービス 

あけび動作の学校株式会社 
スマホ操作の姿勢を改善する「保持動作機能

シートストラップ」 

株式会社アスク 
ゲーミングキーボード、ゲーミングマウス、

ゲーミングチェア、ゲーミングノートＰＣ 

IXPASS（イクスパス） 
オリジナルハイスペックシート［折り畳みチ

ェア］ 

株式会社ＭＳソリューショ

ンズ 
スマートフォン用コントローラー 

株式会社サンクレスト 
持ちやすいｅスポーツ専用スマートフォンケ

ーブル 

SteelSeries SteelSeries社製ゲーミングデバイス 

MARKSMAN 
ゲーミングデバイス専用の収納ポケットを装

備したバックパック「MARKSMAN」 

【関連サービス】 

出展者名 主な製品・サービス 

aifie株式会社 ／バフ★ス

ター 

ｅスポーツプレイヤーと支援する人をマッチ

ングするファンディングサービス 

一般社団法人健康情報連携

機構 
リラクゼーション 

ダイナコムウェア／

DynaFont 
明朝・ゴシックからＵＤ、筆文字等の書体 

【イベント運営】 

出展者名 主な製品・サービス 

ｅスポーツコミュニケーシ

ョンズ合同会社 

ｅスポーツイベントの企画・実施、コンサル

ティング 

株式会社工芸社 ｅスポーツイベントの会場設営、デザイン 

コーユーイノテックス株式

会社 

ｅスポーツイベント用機材レンタル、会場設

営等 

株式会社コミズマ イベント関連機材レンタル及びサービス 

株式会社ヒラツカ・リース イベント関連機材レンタル 

株式会社フェローズ クリエイターマネジメントサービス 

 

 

 

 

eコンバット交陣（響尤） 

IXPASS 

(一社)健康情報連携機構 

MARKSMAN 



 

【学校等】 

出展者名 主な製品・サービス 

esports 銀座 school 
コナミグループが運営する「esports 銀座 

school」 

クラーク記念国際高等学校 

秋葉原ＩＴキャンパス 

プロから教われるｅスポーツ専攻、ゲーム・

プログラミング専攻 

ルネサンス高校グループ 

ｅスポーツコース 
通学制のｅスポーツコース 

【その他】 

出展者名 主な製品・サービス 

株式会社アスカ 携帯電話アクセサリー、販促グッズ等 

株式会社エヌエスイー WRAPSounスピーカシステム 

株式会社サードウェーブ 「全国高校eスポーツ選手権」 

株式会社G-STAR.PRO 
ｅスポーツチーム「G-STAR Gaming」､

「project yunocy」 

NURO光 株式会社Mais 
オンラインゲームに最適！世界最速インター

ネット「NURO光」 

株式会社ヘカテ 
ノンアルコール・パーティードリンク

「HECATE(へカテ)」 

有限会社MAKIスポーツ 
身体の悩みを解消する「ウェーブストレッチ

リング」 

ユニファースト株式会社 ノベルティ等のオリジナルグッズ 

株式会社リオエンターテイ

メントデザイン 
新たな装飾部材「DecoPo」 

リコノミカル株式会社／株

式会社ユメシステム 

ｅスポーツカフェやｅスポーツイベントスペ

ース展開のコンサルティング 

 

 

４ ｅスポーツの体験・学び 

  ｅスポーツを知らない方、試したことがない方にも触れて、楽しんで、学んでいただくため、会

場内にｅスポーツの体験・学びエリアを設け、競技大会の種目を含む各種ｅスポーツの体験のほか、

パネル展示等を実施します。 

 

(１) ｅスポーツ体験 

    事前予約なし、誰でも手ぶらで参加できるｅスポーツ体験コーナーです。 

・太鼓の達人Nintendo Switchば～じょん!（Nintendo Switch 太鼓とバチ） 

・「パズドラ」（スマートフォン） 

・「モンスターストライク」（スマートフォン） 

・「ぷよぷよｅスポーツ」（PlayStation 4） 

・「eFoootballウイニングイレブン2020」（PlayStation 4） 

・「beatmania IIDX」（アーケードゲーム） 

・『ポケモン ＧＯ』（スマートフォンゲーム）※11日（土）のみ 

・「どうぶつタワーバトル」（スマートフォンゲーム）※12日（日）のみ 

 

 

 

 

 

(有)MAKIスポーツ 



 

 (２)  ＮＴＴ東日本及びＮＴＴドコモによるｅスポーツの新たな体験・学び 

ＮＴＴ東日本及びＮＴＴドコモのご協力により、５ＧやＩＣＴ最新技術による新たな体験

を提供します。 

５Ｇは高速、低遅延で同時に多くの端末と接続が可能となるため、これまで以上に快適で

エンターテイメント性の高いｅスポーツシーンを創造します。 

５Ｇ、ＶＲ等を活用した新たなｅスポーツ環境やＡＩ等を活用した新たな観戦スタイルの

展示・体験をお楽しみください。 

 

 (３) 関連施策等のＰＲ 

  ○ 東京都都民安全推進本部 

    ネットのトラブル相談「こたエール」や若者の相談センター「若ナビα」、

振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺にあわないための対策、自動車・自転

車の安全対策をご紹介します。 

  ○ 東京都福祉保健局 

＜障害者施策推進部精神保健医療課＞ 

  依存症や思春期・青年期のお悩みに関する相談窓口等についてご紹介します。 

＜保健政策部健康推進課＞ 

知っているようで意外と知らない”たばこ”について、わかりやすくご紹介します。先着

で特典グッズもあります。 

 ○ 公益財団法人東京都中小企業振興公社 

当公社は、都内中小企業のための総合支援機関です。創業から事業化（製品開発・販路開拓

等）、承継・再生まで企業のあらゆる成長ステージに対する支援メニュー等をご紹介します。 

 

 

５ 賑わい創出企画 

 (１) 「『ポケモン ＧＯ』ゲット＆バトルトーナメント」（11日のみ） 

※本日１６日(月)から参加者募集開始！【応募〆切：１２月２6日(木)】 

    事前応募（応募多数の場合は抽選）による参加者が、会場での受

付後、臨海地域（お台場、有明、青海）に出かけ、ポケモンをゲッ

トして歩き、指定されたお題をクリアした時間の早い上位16名でバ

トル実施！優勝者には、東京ｅスポーツフェスタ特別賞及び『ポケ

モン ＧＯ』オリジナルグッズを贈呈！ふるってご応募ください。 

    当日は、先着に漏れた方を含め、どなたでも参加できる対戦

コーナーもありますので、ぜひ会場へお越しください！ 

   ＜募集要項＞ 

  ・参加資格：①小学生以上（高校生以下の方は当日保護者同意書をご提出いただいた場合、小学

１年生〜６年生の方は保護者同伴の場合のみ参加可能です） 

        ②『ポケモン ＧＯ』トレーナーレベルが10以上の方 

        ※①、②の両方に該当する方のみ参加できます。 

  ・参加単位：１名 

  ・応募方法：東京ｅスポーツフェスタ公式サイトから申込み 

  ・使用機器：ご自身で用意したスマートフォン又に『ポケモン ＧＯ』のアプリをダウンロード

し、使用してください。貸出用の機器のご用意はありません。 

※タブレット端末ではご参加いただけません 

  ・優勝特典：東京ｅスポーツフェスタ特別賞のトロフィー及び副賞（調整中）､『ポケモン ＧＯ』

オリジナルグッズを贈呈 

 



    

   「『ポケモン ＧＯ』ゲット＆バトルトーナメント」の 

決勝戦はステージで実施！  

    実況：柴田 将平（ｅスポーツアナウンサー） 

解説：ｅｎｏ 

 

※その他、詳細は公式サイトをご確認ください。 

 

    

 

 

 (２) 株式会社ＪＴＢ主催「太鼓の達人 Nintendo Switchば～じょん！小学生ドンカツ王決定

戦！」当日予選・決勝大会（12日のみ） 

    11日のフェスタでの優勝者１名と、各地区大会の優勝者15

名、そして惜しくも優勝を逃した方を含め、誰でも参加でき

る12日の当日予選で勝ち抜いた２名の計18名で決勝大会を実

施します。 

       ６名ずつのトーナメントを行い、各トーナメントを勝ち抜

いた計３名は、2020年３月にハワイで開催する「ホノルルフ

ェスティバル」にご招待！ 

 

 

 (３) 飲食・休憩スペース 

ご来場の皆様に１日会場で楽しんでいただくため、ご休憩及びご飲食のスペースを用意。 

    下記のような飲食物を提供するキッチンカーを配置予定のため、わざわざ外に食べに出なく

ても済み、一日中フェスタを満喫できます。 

   

   ★がっつり食べたい方はこちら！ 

    「coedo」 

     無形文化遺産に登録された「和食」をテーマに

旬の食材を使ったボリューム満点の丼から、串料

理をご用意します。 

    （メニュー例：豚角煮丼・しらす丼・じゃがバタ 他） 

 

   ★小腹がすいたらコレ！ 

    「アイ・ゼリスト」 

     フランス式専用調理器具でご注文いただいてか

ら調理し、出来立てのフワフワ、もちもちをお召

し上がり下さい。 

    （メニュー例：フランスドック・タピオカドリンク） 

 

   ★疲れたときには甘いものが欲しくなる？！ 

    「Frankvery×稲荷菜園」 

     クルミなどのナッツ類をふんだんに練り込んだ、

香り高い生地のクルミクレープです。ぜひご賞味

ください！ 

    （メニュー例：クレープ各種） 

 

 

 

 

柴田 将平 ｅｎｏ 



 

 

６ ステージ企画 

  開催期間中のステージイベントについては、２つの媒体により、動画の生配信を実施します。 

   

 

 

 (１) ＭＣ・アシスタント 

   【ＭＣ】 霜降り
し も ふ り

明 星
みょうじょう

（所属：吉本興業） 

     2013年：結成 

2018年：第52回上方漫才大賞 新人賞ノミネート 

Ｍ－１グランプリ2018 優勝 

2019年：上方漫才協会大賞2019 特別賞受賞 

東スポ映画大賞 演芸新人賞受賞 

Ｒ－１ぐらんぷり2019 優勝【粗品】               ©YOSHIMOTO CO., LTD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【アシスタント】 内田
うちだ

 敦子
あつこ

（フリーアナウンサー） 

生年月日：1986年12月5日 

身  長：158㎝ 

出 身 地：埼玉県 

特  技：書道五段 

 

 

 (２) ステージスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右：粗品（そしな） 

生年月日：1993年 1月 7日 

身  長：180cm 

出 身 地：大阪府 

趣  味：アニメ､ゲーム､パソコン､音楽､

Clash of Clans､麻雀､パチンコ､

競馬 

特  技：じゃんけん(強運)､タイピング､音

楽全般 

左：せいや 

生年月日：1992年 9月 13日 

身  長：163cm  

出 身 地：大阪府  

趣  味：レトロミュージック､カラオケ喫

茶､サッカー､ 

特  技：歌､モノマネ､フォークギター､ １

度見た映像を再現できる､ 1度見

た物を映像として記憶できる 

時間 内容 時間 内容

18:00 18:00

15:00 15:00

16:00 16:00

17:00 17:00

12:00 12:00

13:00 13:00

14:00 14:00

１月１１日（土曜） １月１２日（日曜）

10:00 10:00

11:00 11:00

トークセッション②

｢eｽﾎﾟｰﾂにおけるﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨの可能性｣

｢パズドラ」決勝トーナメント

トークセッション①

「ｅスポーツってなんだろう？」

「太鼓の達人」世界一のプレイ

オープニング

｢太鼓の達人｣準決勝・決勝

｢パズドラ｣決勝トーナメント

「パズドラ」

スペシャルステージ

｢モンスターストライク｣

「モンスターストライク」

スペシャルステージ

ＪＴＢ主催

｢太鼓の達人」

小学生ドンカツ王決定戦！

決勝トーナメント、表彰式

表彰式
｢ポケモンＧＯ！｣１DAY大会



 

 

 (３) 主なステージ企画 

  ○ オープニングセレモニー 11日（土）10:00～ 

    主催者挨拶、競技大会・展示会等の実施企画の紹介、エキシビジョンマッチ 他 

  ○ クロージングセレモニー 12日（日）17:30～ 

    表彰式、講評、受賞者インタビュー 他 

  ○ トークセッション 

   ◆ ｅスポーツってなんだろう？ 11日（土）11:00～ 

     巷で話題のｅスポーツですが、その実態を知っている人はどれぐらい

いるのでしょうか。 

ｅスポーツの第一線で活躍する方々を招いてわかりやすくｅスポーツ

の良い点、懸念点も含めて解説します。 

登壇者：筧 誠一郎（東京都ｅスポーツ連合会長） 

十束 おとは（タレント）  他 

   ◆ ｅスポーツにおけるダイバーシティの可能性  11日（土）14:00～ 

     性別・年齢・国籍・身体のハンデの有無に関わらず、対等に競える

ｅスポーツの事例を紹介し、ｅスポーツのさらなる可能性を探ります。 

     登壇者：丸山 信人（昭和女子大学准教授） 

田中 栄一（国立八雲病院作業療法士） 他 

 

  ○ エキシビジョンマッチ 

   ◆ 太鼓の達人 世界一のプレイ 11日（土）12:00～ 

     「太鼓の達人 ドンだー！世界一決定戦2016」

優勝者・よすが氏によるスーパープレイを披露 

     プレイヤー：よすが 

     実   況：たつを 

     解   説：太鼓の達人開発スタッフ 

    

 

 

◆ モンスターストライク スペシャルマッチ 12日（日）10:30～ 

     スペシャルステージを実施予定 

     詳細は後日発表いたします。 

 

   ◆ パズドラ スペシャルマッチ  12日（日）11:30～ 

     スペシャルステージを実施予定 

     詳細は後日発表いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よすが 

十束おとは 

たつを 



 

                                        ＜参考＞ 

＜競技種目詳細＞ 

◆ 太鼓の達人 Nintendo Switchば～じょん! 

 

 

 

 

 

 

2001年に業務機から登場した音楽ゲームで、その後発売された家庭用向けシリーズでは2019年に

シリーズ累計販売本数1,000万本を突破した。2018年に全国の小学生を対象としたｅスポーツ大会を

実施し、成績上位の３名がハワイの文化交流イベント「ホノルルフェスティバル」に招待されるグ

ローバルな企画を展開している。 

 

◆ パズドラ 

 

 

 

 

 

 

国内累計ダウンロード数5,200万を超えるスマートフォン向けゲーム。 

多くのファンが来場したガンホーフェスティバル2019では、対戦モードを使用した「パズドラチ

ャレンジカップ」を実施。全国10か所での予選大会を経て、決勝大会上位３名がプロ認定資格を獲

得。パズドラプロゲーマーがハイレベルな戦いを見せる賞金制の大会も実施している。 

 

◆ モンスターストライク 

 

 

 

 

 

 

 

世界累計利用者数5,200万人を超えるスマートフォンアプリ。 

株式会社ミクシィの「ＸＦＬＡＧ」が運営し、「モンストグランプリ」という大型ｅスポーツ大

会を５年間にわたり継続的に開催している。今年行われた「モンストグランプリ2019 アジアチャン

ピオンシップ」では、賞金総額１億円に到達。また50名のプロ選手が存在し、活躍の場としてプロ

ツアーも開催している。 

 




