
 

 

 

 

2018 年 9 月 14 日  

株式会社Ｇｚブレイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：堀  健一郎）のゲーム総合情報メディア

「ファミ通」は、2018 年 9 月 20 日（木）～23 日（日）、千葉・幕張メッセで開催される“東京ゲームショウ 2018”

に出展します。今年は初めて「ゲームの電撃」と共同出展し、「ゲームの電撃  VS ファミ通」ブースを設置。

開期中の 4 日間、会場からゲーム情報番組の生配信を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の“東京ゲームショウ 2018”では、ゲームメディアを代表する「ファミ通」と「ゲームの電撃」がコラボし、

「ゲームの電撃  VS ファミ通」として初めて共同出展。「ファミ通ステージ」と「ゲームの電撃ステージ」、2 つ

のステージから、「ニコニコ公式生放送」と「YouTube Live」の生配信を実施します。開期中の 4 日間、様々

なクリエイターやゲストをお招きし、話題の家庭用ゲームやスマホゲームなど、情報盛りだくさんの番組をお

届けします。 

さらに、9 月 21 日（金）～23 日（日）の各日、「ファミ通」と「ゲームの電撃」によるゲーム対決企画を行います。

読者への豪華プレゼントをかけた、2 大ゲームメディアよる真剣勝負は必見！ 

ここに来れば注目タイトルが丸わかり、「ゲームの電撃  VS ファミ通」ブースに是非お越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブース名称：「ゲームの電撃  VS ファミ通」 

場所：幕張メッセ（千葉県） 7 ホール C08 

日程：ビジネスデイ…2018 年 9 月 20 日（木）、21 日（金）10：00～17：00 

   一般公開日…2018 年 9 月 22 日（土）、23 日（日）10：00～17：00 

番組配信時間：9:30～17:00（各日） 

特設サイト： https://promo.kadokawa.co.jp/tgs/ 

 

▼“東京ゲームショウ 2018”の最新ニュースは「ファミ通 .com」をチェック！▼ 

ファミ通 .com 特設サイト： https://www.famitsu.com/matome/tgs2018/ 

 

“東京ゲームショウ 2018” 「ゲームの電撃  VS ファミ通」ブース概要  

“東京ゲームショウ 2018”に「ファミ通」が出展！ 

「ゲームの電撃」と初の共同出展！ 

話題の新作タイトル情報を 4 日間生配信。 

国内最大ゲームメディアのプライドをかけた対決企画を実施！ 

「ゲームの電撃 VS ファミ通」ブースからゲーム最前線をお届け！ 豪華プレゼントが当たる対決企画も！ 

https://promo.kadokawa.co.jp/tgs/
https://www.famitsu.com/matome/tgs2018/


 

 

9 月 20 日（木） 1 日目  ※ビジネスデイ 

放送時間  プログラム名  

9:30～9:50 電撃  vs ファミ通  オープニング 

10:00～10:40 『キングダム ハーツ III』TGS 試遊版をいち早く体験！ 

11:00～11:40 Coming Soon 

12:00～12:40 『バイオハザード RE:2』“最怖”映像を実機で！ 

13:00～13:40 トライエース新作ゲーム紹介  

14:00～14:40 Coming Soon 

15:00～15:40 『EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN』さぁ、雄叫びをあげろ～！ 

16:00～16:25 『BLACK BIRD』OnionGames が放つ新作シューティング！ 

16:40～17:00 電撃  vs ファミ通  エンディング 

 

9 月 21 日（金） 2 日目  ※ビジネスデイ 

放送時間  プログラム名  

9:30～9:50 電撃  vs ファミ通  オープニング 

10:00～10:40 『デビル メイ クライ 5』“平成最後にして最高の作品”へ！ 

11:00～11:40 『ゴッドイーター3』ドラマティック討伐アクションの最新形  

12:00～12:40 『エースコンバット 7』TGS2018 の空を翔ぶ 

13:00～13:40 『ASTRO BOT:RESCUE MISSION』この秋注目の PS VR 作品！ 

14:00～14:40 Coming Soon 

15:00～15:40 Coming Soon 

16:00～17:00 電撃  vs ファミ通  ゲーム対決 !! 

 

9 月 22 日（土） 3 日目  ※一般公開日  

放送時間  プログラム名  

9:30～9:50 電撃  vs ファミ通  オープニング 

10:00～10:40 Coming Soon 

11:00～11:40 『JUDGE EYES：死神の遺言』木村拓哉×龍が如くスタジオ 

12:00～12:40 『デッド オア アライブ 6』戦いはここまで“進化”した！ 

13:00～14:00 Coming Soon 

14:00～14:40 Coming Soon 

15:00～15:40 『Dx2 真･女神転生  リベレーション』TGS 発表内容を深堀り！ 

16:00～17:00 電撃  vs ファミ通  ゲーム対決 !! 

 

◆東京ゲームショウ 2018 「ファミ通ステージ」番組表◆ 

9 月 20 日（木）～9 月 23 日（日） 

 



9 月 23 日（日） 4 日目  ※一般公開日  

放送時間  プログラム名  

9:30～9:50 電撃  vs ファミ通  オープニング 

10:00～10:40 『無双 OROCHI3』神話と融合した『無双』の世界  

11:00～11:40 『SEKIRO』激ムズ仕様の TGS 試遊版に挑戦 !? 

12:10～13:00 Coming Soon 

13:00～13:40 Coming Soon 

14:00～14:40 ファミ通 App スターズが TGS 特別ミッションに挑む！ 

15:00～15:40 ファミ通が選ぶインディーゲームアワード発表  

16:00～17:00 電撃  vs ファミ通  ゲーム対決 !! 

 

※内容は特設サイト（https://promo.kadokawa.co.jp/tgs/）でも、今後公開予定です。 

※内容は事前の予告なく変更になる場合があります。 

 

 

 

9 月 21 日（金）～23 日（日）のあいだ、「ゲームの電撃  VS ファミ通」ブースにて、Ｇｚブレイン公式 Twitter

（https://twitter.com/gzbrain）のフォローキャンペーンを実施します。各日所定の場所・時間にお越しいた

だき、Ｇｚブレイン公式 Twitter アカウントをフォローしている画面を見せると、Ｇｚブレイン公式マスコットキャ

ラクター「ジーズくん」デザインの A4 クリアファイルまたは缶バッジがもらえます。 

 

＜実施場所＞ 

「ゲームの電撃  VS ファミ通」ブース（7 ホール C08）裏  

ジーズくんパネル前のスタッフまでフォロー画面をお見せください 

＜実施日時＞ 

9 月 21 日（金）～23 日（日） 13:00～15:00（各日） 

＜配布物＞ 

・9 月 21 日（金）…ジーズくんクリアファイル 

・9 月 22 日（土）…ジーズくん缶バッジ 

・9 月 23 日（日）…ジーズくんクリアファイル 

 

＜注意事項＞ 

・各グッズはおひとり様 1 点限りとなります。 

・各日配布予定数がなくなり次第、配布終了となります。  

・混雑状況等により予告無くグッズの配布を中断・中止する場合があります。  

 

 

 

◆株式会社Ｇｚブレイン（ジーズブレイン）について 

株式会社Ｇｚブレイン（代表取締役社長：堀  健一郎）は 2017 年 7 月 3 日、カドカワ株

式会社の 100％子会社として設立しました。『ファミ通』『B's-LOG』ブランドをはじめと

する情報誌の出版、Web メディアの運営といったゲームメディア事業を展開。さらに、

プロゲーマーチームのマネジメントや、ゲームイベントの企画・プロデュースを中心とし

た e スポーツ事業など、あらゆる角度からゲームの面白さを伝える事業に取り組んで

います。 

公式サイト URL： http://gzbrain.jp 

 

ジーズくんグッズがもらえる、Ｇｚブレイン公式 Twitter フォローキャンペーンを実施！ 

▲ジーズくんクリアファイル 

（9 月 21・23 日） 

▲ジーズくん缶バッジ 

（9 月 22 日） 

※画像はイメージです 

https://promo.kadokawa.co.jp/tgs/
https://twitter.com/gzbrain
http://gzbrain.jp/

