2016 年 2 月 8 日
報道関係者各位
株式会社タイトー

ジャパン アミューズメント エキスポ2016 出展のお知らせ
楽天 Edy 株式会社との新たな電子マネー施策に関する発表会を開催
最新作「グルーヴコースター 3 リンクフィーバー」
「リアル脱出ゲームセンター」ポータブルも JAEPO Ver. で出展

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：飯澤幸雄、以下タイトー） は、
2016年2月19日（金）・20日（土）の2日間、幕張メッセで行われる「ジャパン アミュー
ズメント エキスポ 2016」（以下JAEPO2016）の出展内容を公開し、特設サイトをオープ
ンしましたので、お知らせいたします。

JAEPO2016では、2016年春稼働予定の音楽体感アトラクションゲーム『グルーヴコース
ター 3 リンクフィーバー』を出展いたします。
オンラインでマッチングしたプレイヤーと対戦ができるオンライン対戦機能が新たに搭載さ
れます。楽曲はポップス・ボカロ・東方アレンジをはじめとした人気楽曲が大量追加され、稼
働時より遊べるようになります。また新採用のナビキャラ・リンカ（CV:豊田萌絵）がプレイヤ
ーをサポートし、初心者でも安心してゲームをお楽しみいただけます。

今回初めて出展する「リアル脱出ゲームセンター」のポータブル版は、JAEPO2016でし
か遊べない「JAEPO Ver.」になっておりますので、ぜひこの機会に挑戦ください。

また、2月19日のビジネスデーには「楽天Edy株式会社との新たな電子マネー施策に関す
る発表会」を開催いたします。弊社代表取締役社長 飯澤幸雄より、楽天Edy株式会社さま
との新たな取り組みのほか、電子マネーについての新たな取り組みのご説明も予定してお
ります。ぜひお越しくださいませ。発表会の時間は後日WEBで発表いたします。
さらに2月20日の一般公開日には、ゲストを招いた数々のステージイベントを予定してお
りますので、ぜひJAEPO2016 タイトーブースへ足をお運びいただけますよう、よろしく
お願いいたします。皆様のご来場を、お待ちしております。

■タイトー「ジャパン アミューズメントエキスポ 2016」特設サイト
https://www.taito.co.jp/jaepo

■ステージイベント詳細
「グルーヴコースター 3 リンクフィーバー」スペシャルステージ
稼働間近の『グルーヴコースター 3 リンクフィーバー』。
新着情報の紹介やゲストによる体験プレイも！
【開催日時】

2016 年 2 月 20 日(土) 11:00～12:00

【 出演 】

MC：豊田 萌絵
タイトー プロデューサー 白石 雅也（しらぴー）、
タイトー ディレクター 花形 琢真（DJ87GT）

SCRAP×TAITO リアル脱出ゲームステージ
特別公演として「タイトーブースからの脱出」を実施いたします。
タイトーブース全体に隠された謎を解け！
【開催日時】

2016 年 2 月 20 日（土）12:00～12:40、15:30～16:10

【 出演 】

SCRAP 井家竜馬 青木竜也 ／ タイトー 安藤直史

闘神祭 2016 開幕ステージ
複合タイトルによるアーケード格闘ゲームの全国大会「闘神祭」の 2016 年度の開催
が決定！ 競技タイトルやスケジュール、決勝大会など、各タイトルのプロデューサー陣
をお招きして大会の全貌をご紹介いたします。
【開催日時】

2016 年 2 月 20 日（土）15:00～15:30

■同時開催「第 43 回プライズフェア」出展
会場内で同時開催される「第 43 回プライズフェア」内タイトーブースでは、グループ会
社スクウェア・エニックスの人気ゲーム「ファイナルファンタジーXIV」のキャラクターを
起用した「モーグリ懐中時計」や、「ドラゴンクエスト AM ビッグぬいぐるみ キングス
ライム」など数々のキャラクタープライズを出展いたします。

タイトーは、今後もアミューズメント施設においてお客様に「喜びと楽しさ」をお届け
するアミューズメント機器を展開し、
「新しい遊び方や遊びの場」を提案し様々なことにチ
ャレンジにしてまいります。

【ジャパンアミューズメントエキスポ 2016 概要】
■ 開催日時： 2 月 19 日（金） 10:00 ～ 18:00 ※ビジネスデー
2 月 20 日（土） 10:00 ～ 17:00 ※一般の入場可
■ 開催場所： 幕張メッセ 4・5 ホール（タイトーブース：5 ホール A-7）
■ URL

： http://www.jaepo.jp/

【関連 URL】
JAEPO2016 タイトー特設サイト

：https://www.taito.co.jp/jaepo

タイトー公式サイト

：https://www.taito.co.jp/

タイトー公式ツイッター

：https://twitter.com/TAITO

タイトー公式フェイスブック ：http://www.facebook.com/TAITO.Jpn

【商標】
※「TAITO」「TAITO ロゴ」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標
です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

別紙①〈参考資料〉
【出展タイトル】
グルーヴコースター 3 リンクフィーバー

©TAITO CORPORATION 1978,2016 ALL RIGHTS
RESERVED.

リアル脱出ゲームセンター

ポータブル

※「伝説のゲームセンターからの脱出」は株式会社タイトー、株
式会社SCRAPの商標または登録商標です。
※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。
※TAITO、TAITO ロゴは、日本およびその他の国における株式会
社 タイトーの商標または登録商標です。
※SCRAP 、スクラップ 、SCRAPロゴは株式会社SCRAP の商
標です。その他のすべて商標は、それぞれの所有者に帰属します。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または
登録商標です。

【プライズコーナー】
ファイナルファンタジーXI
モーグリ懐中時計

ドラゴンクエスト AM ビッグぬいぐるみ
キングスライム

©SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

©SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

その他、人気のキャラクターを起用したプライズを展示しています。
■「スーパーマリオ 特大サイズぬいぐるみ おすわりヨッシー」
おすわりポーズのヨッシーのぬいぐるみが好評につき再登場！
©Nintendo by Nintendo
■「Splatoon イカしたジューシーマスコット」
プニプニした手触りが気持ち良いマスコット！
©2015 Nintendo
■「ムーミン 手帳型スマートフォンカバー」
様々なスマートフォンで使えるムーミンのイラストが描かれた手帳型のカバー
©Moomin Characters ™
■「あんさんぶるスターズ！ むぎゅっとマスコット‐Knights‐
集めてユニット結成！手のひらサイズのかわいいマスコット
©2014 Happy Elements K.K
■「まるチーズ 水兵さんぬいぐるみ」
マリンルックのかわいい“まるチーズ”のぬいぐるみ
©TAITO CORPORATION 2016 ALL RIGHTS RESERVED.

【プライズイベント情報】
ダンボー ポストカードプレゼント！
「ダンボーくじ」発売を記念して、ポストカードをタイトーブースで
プレゼント！ 数に限りがありますので、お早めにタイトーブースに
お立ち寄りください。
【 配布日 】 2016 年 2 月 20 日(土)
【配布場所】プライズフェア内 タイトーブース
※ポストカードがなくなり次第終了となります。
© KIYOHIKO AZUMA/YOTUBA SUTAZIO

別紙②〈参考資料〉
【物販情報】
会場内物販ゾーンにて、会場限定や先行販売など様々なタイトーオリジナルグッズを販
売いたします。数に限りがございますので、その点ご了承ください。
※お支払いは、電子マネー（nanaco は除く）、クレジットカードにも対応。

オリジナルデザイン Edy カード
1 枚／1,500 円（税込） ※数量限定／おひとり様カード 1 種につき 1 枚まで
オリジナルデザイン Edy カードを販売！ 会場先行販売を含む全 9 種をラインナップして
おります。

■ディシディア ファイナルファンタジー
©2015 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
■TAITO BEST HIT
・グルーヴコースター
©TAITO CORPORATION 1978,2016 ALL RIGHTS RESERVED.
・ダライアスバースト クロニクルセイバーズ
©TAITO CORPORATION 2016 ALL RIGHTS RESERVED.
・スペースインベーダー
©TAITO CORPORATION 1978,2016 ALL RIGHTS RESERVED.
■ロード オブ ヴァーミリオン Re:3
© 2007-2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
■ガンスリンガー ストラトス 2
© 2012, 2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

キャラネーム印
各 2,500 円（税込・送料無料）
お好きなキャラクターにお名前やお好きな言葉（3 文字まで）を入れたオリジナルのは
んこをお作りいたします！
当日お渡し可能数：50 本

※50 本以降は後日発送にてご注文を承ります。

【ご注意ください】
1：14 時までのご注文に限り、先着 50 本まで当日お渡しいたします。
2：当日お受け取りご希望の場合は、1 回のお会計で 2 本までのご注文とさせていただきま
す。
3：後日発送によるお受け取りをご希望される場合は受付時間、購入本数に制限はございませ
ん。
■グルーヴコースター３ リンクフィーバー
©TAITO CORPORATION 1978,2016 ALL RIGHTS RESERVED.
■スペースインベーダー
©TAITO CORPORATION 1978,2016 ALL RIGHTS RESERVED.

スペースインベーダー オリジナルジャージ
4,500 円（税込）
伝説のアーケードゲーム「SPACE INVADERS」のキャラクターをあしらった、オールシ
ーズン着回せる使い勝手の良いアウターです。これからの季節はミッドレイヤーにも最
適！ ジップは黒のダブルスライダー、フロントのインベーダーは刺繍となっています。

©TAITO CORPORATION 1978 ,2016 ALL RIGHTS RESERVED.

サイズ

S

M

L

XL

着丈(cm)

60

65

68

72

身幅(cm)

48

55

59

63

袖丈(cm)

75

83

86

88

ダライアス ベースボールキャップ
4,000 円（税込）
フロントの「King Fossil」の文字は 3D 刺繍、サイドのシルバーホーク、ダライアスロゴ、
バックの Hey ロゴは、すべて刺繍となっています。ツバ裏にはキングフォッスルと
WARNING!の文字、
キャップの内側のテープにもダライアスと Hey のロゴを配置しました。
【サイズ】約 60 - 63cm（アジャスターで調整可能）
【カラー】ブラック

©TAITO CORPORATION 2016 ALL RIGHTS RESERVED.

