
 

 

 

 

2019 年 9 月 6 日  

ゲーム総合情報メディア「ファミ通」と掘り下げるゲーム専門メディア「ゲームの電撃」は、2019 年 9 月 12 日

（木）～15 日（日）、千葉・幕張メッセで開催される“東京ゲームショウ 2019”に出展します。今年も「ファミ通」

と「ゲームの電撃」が共同出展し、「ファミ通×ゲームの電撃」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 2019”では昨年に引き続き、ゲームメディアを代表する「ファミ通」と「ゲームの電撃」

がタッグを組み、「ファミ通×ゲームの電撃」として共同出展。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会場からお届けします。

番組は、YouTube チャンネルとニコニコ生放送での同時生配信となります。 

番組の総合 MC は、人気女性声優 5 名が日替わりで担当。また、昨年の大好評企画、「ファミ通」と「ゲーム

の電撃」によるゲーム対決を実施します。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブース名称：「ファミ通×ゲームの電撃」 

場所：幕張メッセ（千葉県） ホール 3 N05 

日程：ビジネスデイ…2019 年 9 月 12 日（木）、13 日（金）10：00～17：00 

   一般公開日…2019 年 9 月 14 日（土）、15 日（日）10：00～17：00 

番組配信時間：9:30～17:00（ビジネスデイ）、10:00～17:00（一般公開日） 

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

 

▼“東京ゲームショウ 2019”の最新ニュースは「ファミ通 .com」と「電撃オンライン」でチェック！▼ 

ファミ通 .com 特設サイト： https://www.famitsu.com/search/?category=tgs&year=2019  

電撃オンライン特設サイト： https://dengekionline.com/feature/tgs2019/ 

 

“東京ゲームショウ 2019” 「ファミ通×ゲームの電撃」ブース概要  

“東京ゲームショウ 2019”に 

「ファミ通×ゲームの電撃」が出展！ 

ゲームメディアの最強タッグが、新作・注目作情報を 4 日間生配信。 

番組スケジュールを公開！ 人気女性声優による日替わり MC を発表！ 

「ファミ通×ゲームの電撃」ブースからゲーム最前線をお届け！ 人気女性声優陣が総合 MC を担当！ 

https://promo.kadokawa.co.jp/tgs/
https://www.famitsu.com/search/?category=tgs&year=2019
https://dengekionline.com/feature/tgs2019/


 

 

 

 

9 月 12 日（木）  1 日目  ※ビジネスデイ  【総合 MC】大坪由佳、山下まみ  

放送時間  コーナータイトル  

9:30～9:45 ファミ通×ゲームの電撃  オープニング  

10:00～10:45 TGS での死闘に備えろ！『コードヴェイン』最速実機プレイ  

11:00～11:45 『FF7 リメイク』TGS 出展版先行プレイスペシャル  

12:00～12:45 電撃 PS Live 出張版『SAOAL』『イースⅨ』  

13:00～13:45 『Z/X Code OverBoost』実機プレイ＋ブロッコリー info 

14:00～14:45 シリーズ最新作『お姉チャンバラ ORIGIN』実機プレイを世界最速公開  

15:00～15:45 『リーサルリーグ  ブレイズ』ファミ通 VS 電撃  炎の 5 番勝負  

16:00～17:00 エンディング（ゲスト：Onion Games 木村祥朗氏＆倉島一幸氏）  

 

9 月 13 日（金）  2 日目  ※ビジネスデイ  【総合 MC】青木瑠璃子  

放送時間  コーナータイトル  

9:30～9:45 ファミ通×ゲームの電撃  オープニング  

10:00～10:45 『龍が如く 7』刷新されたシステムを名越稔洋総合監督＆横山 P に直撃！  

11:00～11:45 "先行プレイ"の準備をせよ！  『新サクラ大戦』  

12:00～12:45 生き残れるか !? 超高難度『仁王 2』実機プレイ  

13:00～13:45 ファミ通 LIVE 出張版  

14:00～14:45 『ブレイドエクスロード』プレイ画面初公開！主演声優 4 名も出演  

15:00～15:45 『MHW:アイスボーン』金獅子ラージャンの狩猟に挑む！  

16:00～17:00 エンディング（ゲスト：Quantic Dream デビッド氏＆ギョーム氏） 

 

9 月 14 日（土）  3 日目  ※一般公開日  【総合 MC】黒木ほの香  

放送時間  コーナータイトル  

10:00～10:30 スパイク・チュンソフト Day オープニング  

11:00～12:00 『サイバーパンク 2077』開発者トーク＆日本語キャスト特別企画  

12:15～13:00 本邦初公開！  完全新規作品のスクープ情報 !! 

13:15～14:15 発売直前！  開発のキーマンによる『AI：  ソムニウム  ファイル』紹介  

14:30～15:45 洋ゲー新作を 4 タイトル！なんとすべて実機プレイあり！（予定） 

16:00～17:00 スパイク・チュンソフト Day エンディング  

 

 

 

◆東京ゲームショウ 2019 「ファミ通×ゲームの電撃」プログラム◆ 

9 月 12 日（木）～9 月 15 日（日）  

 



9 月 15 日（日）  4 日目  ※一般公開日  【総合 MC】高木美佑  

放送時間  コーナータイトル  

10:00～10:30 ファミ通×ゲームの電撃  オープニング  

11:00～11:45 『FFDCG』ファミ通×ゲームの電撃  TGS2019 スペシャル生放送  

12:00～12:45 『リグワン』対決！ファミ通 vs 電撃  2 分間の爆速バトル戦  

13:00～13:45 『ラストクラウディア』×『聖剣伝説』シリーズコラボの新情報を独占初公開！ 

14:00～14:45 ケイブ祭り  TGS ちょこっと出張版  

15:00～15:45 『メギド７２』のこれまでとこれからを徹底解剖スペシャル！   

16:00～17:00 エンディング（TGS メディアアワード発表）  

 

※最新情報は特設サイト（https://promo.kadokawa.co.jp/tgs/）にてご確認ください。 

 

 

■番組総合 MC ※敬称略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「ファミ通」について 

 

 

 

 

 

ファミ通グループでは、ゲーム総合誌「週刊ファミ通」（毎週木曜日発売）をはじめ、ゲーム・エンタメ情報サイ

ト「ファミ通 .com」、スマホゲーム情報サイト「ファミ通 App」、e スポーツ情報サイト「ファミ通 App VS」といった

ウェブサイト、子ども向けゲーム情報誌「てれびげーむマガジン」、「ファミ通チャンネル」や「ファミ通 App 

YouTube チャンネル」などの動画配信チャンネル、攻略本やビジュアルファンブックなど、さまざまなメディア

やコンテンツを展開しています。 

「週刊ファミ通」公式サイト： https://www.enterbrain.co.jp/weeklyfamitsu/ 

「ファミ通 .com」公式サイト： https://www.famitsu.com/ 

「ファミ通 App」公式サイト： https://app.famitsu.com/ 

「ファミ通 App VS」公式サイト： https://appvs.famitsu.com/ 

 

 

 

 

 

 

9 月 13（金） 9 月 12（木） 9 月 14（土） 9 月 15（日） 

▲青木瑠璃子  ▲山下まみ ▲大坪由佳  ▲黒木ほの香  ▲高木美佑  

https://promo.kadokawa.co.jp/tgs/
https://www.enterbrain.co.jp/weeklyfamitsu/
https://www.famitsu.com/
https://app.famitsu.com/
https://appvs.famitsu.com/


◆「ゲームの電撃」について 

 

 

 

 

 

電撃が贈るゲームメディアブランド。ゲームファンが「知りたいこと」をとことん掘り下げるゲーム情報誌「電撃

PlayStation」（毎月 28 日発売）、ゲーマーに贈るニンテンドー専門誌「電撃 Nintendo」（偶数月 21 日発売）をは

じめとする雑誌、ゲーム攻略本や設定資料集などの書籍を発売する「電撃の攻略本」、ゲームを中心にさまざ

まなエンタメ情報を毎日配信する WEB サイト「電撃オンライン」など、多岐にわたる媒体で展開しています。 

「電撃 PlayStation」公式サイト： https://dengekionline.com/dps/ 

「電撃 Nintendo」公式サイト： https://dengekionline.com/nintendo/ 

「電撃の攻略本」公式サイト： http://kouryaku.dengeki.com/ 

「電撃オンライン」公式サイト： https://dengekionline.com/ 

 

 

 

 

 

「ファミ通」、「ゲームの電撃」、「4Gamer」の 3 つのゲームメディアが、 “東京ゲームショウ 2019”出展作品の

なかから注目するタイトルを独自の視点で選定して表彰する“TGS ゲームメディアアワード”を実施します。 

ルーキータイトルを対象とした「ROOKIE PRIZE」と、インディータイトルを対象とした「INDIE PRIZE」の既存 2

部門のほか、今年は新たに、すべての出展作品のなかから各メディアがもっとも注目するタイトルを選出す

る「GRAND PRIZE」を設置します。 

9 月 14 日（土）、各メディアでノミネートタイトルを記事または配信番組内で告知し、9 月 15 日（日）、各部門

の大賞タイトルを各メディアによる記事や配信番組内にて発表する予定です。なお、「ROOKIE PRIZE」と

「INDIE PRIZE」のノミネート作品には、対象タイトルの試遊コーナー等に、各メディアのノミネートステッカーを

貼付します。 

 

＜部門一覧＞ 

■ROOKIE PRIZE 

既存のシリーズタイトルではない新作タイトルを対象に、各メディアが注目するタイトルを選定して表彰。 

 

■INDIE PRIZE 

インディーコーナーおよび各メーカーブースに出展されているインディータイトル（独立系デベロッパー、開発

者が制作している作品）を対象に、各メディアが注目するタイトルを選定して表彰。  

 

■GRAND PRIZE（新設） 

すべての出展作品のなかから、各メディアがもっとも注目するタイトルを選定して表彰。  

 

※いずれもプラットフォームやデバイスは問いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年恒例、3 つのゲームブランドによる「TGS メディアアワード」を実施。今年は「GRAND PRIZE」を新設！ 

▲ステッカーイメージ（左：ファミ通、右：ゲームの電撃） 

http://dengekionline.com/dps/
http://dengekionline.com/nintendo/
http://kouryaku.dengeki.com/
http://dengekionline.com/


 

 

“東京ゲームショウ 2019”の一般公開日（9 月 14、15 日）、幕張メッセ イベントホール「ファミリーゲームパー

ク」に、子ども向けゲーム情報誌『てれびげーむマガジン』の人気編集者・さなぴーが登場。18 歳以下を対

象としたゲーム制作コンテスト、日本ゲーム大賞 2019「U18 部門」の作品を実況しながら楽しく紹介します。 

 

★さなぴーと遊ぼう！ 次世代クリエイター・ゲーム 

日時：9 月 14 日（土） 

【1 回目】11:00～12:00／【2 回目】14:00～15:00 

9 月 15 日（日） 

【3 回目】11:00～12:00 

場所：「ファミリーゲームパーク」内、日本ゲーム大賞 2019「U18 部門」

コーナー 

※すべての回で同じ作品を紹介します。 

 

★さなぴー登場！ 日本ゲーム大賞スペシャルイベント 

日本ゲーム大賞 2019「U18 部門」の全て～受賞作品のココがすごい～  

日時：9 月 15 日（日） 15:00～16:00 

場所：「ファミリーゲームパーク」内、＠U-15 enjoy ステージ 

同日開催の日本ゲーム大賞 2019「U18 部門」決勝大会（時間：10:00～12:00、場所：ホール 1）での上位受

賞者もゲストとして登場し、さなぴーとのトークを繰り広げる予定です。 

 

◆「てれびげーむマガジン」について 

  

 

 

 

 

『てれびげーむマガジン』は 4歳～10歳の男の子を対象とし、創刊 10周年を迎えた、楽しい情報が満載のゲー

ム雑誌です。文字をできる限り少なくし、ビジュアルを中心にした賑やかな誌面構成で、子ども達に人気のある

キャラクターが登場するゲームを大きく扱っており、図鑑や DVD、ポスターなど豪華な付録がついております。 

また、毎月第 3 金曜日 17 時から YouTube にてゲーム実況も配信中。 

「てれびげーむマガジン」公式 Twitter：@terege_2008 

「てれびげーむマガジン」公式 LINE：@uuf2957f 

 

 

 

※“東京ゲームショウ 2019”の概要は公式サイト（https://expo.nikkeibp.co.jp/tgs/2019/）をご覧ください。 

※日本ゲーム大賞 2019「U18 部門」の概要は公式サイト(https://u18.awards.cesa.or.jp/)をご覧ください。 

※ファミリーゲームパークの概要は公式サイトは（https://expo.nikkeibp.co.jp/tgs/2019/family/）をご覧ください。 

※ファミリーゲームパークに入場できるのは中学生以下のお子さんとその同伴保護者に限ります。  

※内容は事前の予告なく変更になる場合があります。 

「ファミリーゲームパーク」に、『てれびげーむマガジン』の人気編集者・さなぴーが登場！ 

▲『てれびげーむマガジン』さなぴー 

https://expo.nikkeibp.co.jp/tgs/2019/
https://u18.awards.cesa.or.jp/
https://expo.nikkeibp.co.jp/tgs/2019/family/

