2017 年 2 月 3 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2017
出展内容公開のお知らせ
最新作『電車で GO！！』や『NESiCAxLive2』等出展
ゲストを招いたイベントや人気キャラクターのプライズも登場！
株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石井光一、以下タイトー） は、
2017 年 2 月 10 日（金）
、11 日（土）
、12 日（日）の 3 日間、幕張メッセで開催される「ジ
ャパン アミューズメント エキスポ 2017」
（以下 JAEPO2017）へ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。

(C)TAITO CORPORATION 1996, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.
JR 東日本商品化許諾申請中

JAEPO2017では、電車運転士体験ゲーム『電車でGO！！』や、
『THE KING OF FIGHTERS
XIV Arcade Ver.』『ミリオンアーサー アルカナブラッド』等のアライアンスカンパニーの
タイトル配信が既に決定している、オンライン対戦ゲームに対応したアーケード専用コン
テンツダウンロードシステム『NESiCAxLive2』、音楽体感アトラクションゲーム『グルー
ヴコースター 3EX ドリームパーティー』等を出展いたします。
2月11日、12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も予定してお
りますので、ぜひ、JAEPO2017タイトーブースへお越しください。皆様のご来場を、心よ
りお待ちしております。

■出展タイトルについて
電車運転士体験ゲーム『電車でGO！！』は、「“いつもどおり”が運転士の誇り」をキ
ーワードに、きめ細かいシチュエーションをゲームで再現し、主要路線であるJR山手線等
を舞台に“本物の運転士になりきれる”体験を皆様に提供いたします。会場ではテストバ
ージョンをプレイいただけます。
『NESiCAxLive2』は、前作の『NESiCAxLive』同様、新作コンテンツがネットワークを
介して配信される基本コンセプトはそのままに、オンライン対戦ゲームに対応したプラッ
トフォームとして2017年夏に登場予定です。会場では『THE KING OF FIGHTERS XIV
Arcade Ver.』（株式会社SNK）や、2D対戦格闘ゲーム『ミリオンアーサー アルカナブラ
ッド』（株式会社スクウェア・エニックス）のテストバージョンをプレイいただけます。
■同時開催「第 47 回プライズフェア」出展
2017年7月～9月登場予定の新商品等を出展いたします。
プライズ初登場となる『ぜんまいじかけのトリュフ』
『きもしば』は、人気の柔らかくて
気持ちの良いぬいぐるみとして商品化します。そのほか、季節に合わせた人気キャラクタ
ーたちのTシャツや、
『艦隊これくしょん ‐艦これ‐』と『スペースインベーダー』がコラ
ボしたフィギュア等充実したラインナップとなります。
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、
「新しい遊びや遊びの場」を提案するなど、様々なこ
とにチャレンジしてまいります。
【ジャパン アミューズメント エキスポ 2017 概要】
開催日時：

2 月 10 日（金） 10:00 ～ 18:00 ※ビジネスのみ
2 月 11 日（土） 10:00 ～ 18:00 ※ビジネス＋一般
2 月 12 日（日） 10:00 ～ 17:00 ※一般のみ

開催場所：

幕張メッセ国際展示場 2・3 ホール（タイトーブース：2 ホール A-2）

U R L：

http://www.jaepo.jp/

【関連 URL】
JAEPO2017 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」
「スペースインベーダー」
「電車で GO！！」
「 グルーヴコースター」
「NESiCAxLive」
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〈参考資料

出展タイトル〉

■電車運転士体験ゲーム『電車でGO！！』
電車運転シミュレーターの先駆けとして、好評を博した『電車でGO！』の最新作として、
「“い
つもどおり”が運転士の誇り」をキーワードに、天候や朝の通勤ラッシュ時間等、きめ細かい
シチュエーションをゲームで再現し、主要路線であるJR山手線等を舞台に前作よりさらに踏み
込んだ“本物の運転士になりきれる”体験を皆様に提供いたします。会場ではテストバージョ
ンを体験いただけます。体験されたお客様には、特製「電車でGO！！クリーニングクロス」を
進呈いたします。

【試遊特典】
特製「電車で GO！！クリーニングクロス」
権利表記：(C)TAITO CORPORATION 1996, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.
JR 東日本商品化許諾申請中

■アーケード専用コンテンツダウンロードシステム『NESiCAxLive2』
前作の『NESiCAxLive』同様、新作コンテンツがネットワークを介して配信される基本コン
セプトはそのままに、オンライン対戦ゲームに対応したプラットフォームとして2017年夏に登
場予定です。本バージョンでは、全国のプレイヤー同士がオンラインにより対戦できることで、
より白熱したゲーム体験の提供が可能となります。会場では配信第一弾タイトルである『THE
KING OF FIGHTERS XIV Arcade Ver.』（株式会社SNK）、2D対戦格闘ゲーム『ミリオンアー
サー アルカナブラッド』（株式会社スクウェア・エニックス）のテストバージョンを体験い
ただけます。体験されたお客様には、特製「NESiCAステッカー」を進呈いたします。

【試遊特典】
『THE KING OF FIGHTERS XIV Arcade Ver.』
特製「NESiCA ステッカー」

【試遊特典】
『ミリオンアーサー アルカナブラッド』
特製「NESiCA ステッカー」

権利表記： (C)TAITO CORPORATION 2017 ALL RIGHTS RESERVED.
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
(C)SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
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出展タイトル〉

■『グルーヴコースター 3EX ドリームパーティー』
好評稼働中アーケード版『グルーヴコースター』の最新作が2017年春
に大型バージョンアップ。新ナビゲーター「ユメ」が登場するほか、ナビ
ゲーターを「初音ミク」「博麗霊夢」等人気キャラクターに変更すること
も可能となり、お客様の好みに合わせたカスタマイズで自分だけのゲーム
体験を演出いたします。会場ではテストバージョンを体験いただけます。
体験されたお客様には、特製「グルーヴコースターキャラクターシール」
を進呈いたします。

【試遊特典】特製「グルーヴコースターキャラクターシール」⇒
権利表記：(C)TAITO CORPORATION 1978, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.

■ステージイベント詳細
▼2017年2月11日（土）
『電車GO！！』エクスプレスVol.1
11:45～12:30
出演：MC 北村みなみ
金田剛（タイトー『電車でGO！！』開発担当）
島田匠（タイトー『電車でGO！！』開発担当）
ゲスト：伊藤桃さん
内容：ゲームの最新情報ほか、ゲストによるゲームプレイをお届けします。
『THE KING OF FIGHTERS XIV Arcade Ver.』スペシャルステージ
14:15～15:00
出演：MC 光川真由
菊池正行（タイトー『NESiCAxLive2』開発担当）
ゲスト：市来光弘さん（声優） M’さん（三和電子所属プロゲーマー）
内容：ゲームの最新情報ほか、ゲストによるゲームプレイをお届けします。
▼2017年2月12日（日）
10:30～11:00

11:30～12:00

16:15～16:45

『グルーヴコースター 3EX ドリームステージ』
出演：MC 光川真由
花形琢真（タイトー『グルーヴコースター』ディレクター）
岡見菜那（タイトー『グルーヴコースター』宣伝担当）
ゲスト：古川未鈴さん（でんぱ組.inc）
内容：ゲームの最新情報ほか、ゲストによるゲームプレイをお届けします。
『電車GO！！』エクスプレスVol.2
出演：MC 北村みなみ
金田剛（タイトー『電車でGO！！』開発担当）
島田匠（タイトー『電車でGO！！』開発担当）
ゲスト：伊藤桃さん
内容：ゲームの最新情報ほか、ゲストによるゲームプレイをお届けします。
『ミリオンアーサー アルカナブラッド』スペシャルステージ
出演：MC 北村みなみ
菊池正行（タイトー『NESiCAxLive2』開発担当）
琢磨尚文（スクウェア・エニックス『ミリオンアーサー アルカナブラ
ッド』プロデューサー）
ゲスト：ランズベリー・アーサーさん（声優）ほか
内容：ゲームの最新情報ほか、ゲストによるゲームプレイをお届けします。
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プライズ情報〉

FINAL FANTASY ALL STARS
やわらかもっち～り モーグリぬいぐるみ
© 2015 KOEI TECMO GAMES/
SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

ドラゴンクエスト
AM ソフビフィギュア スライムタワー
©SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

初音ミク フィギュア オリジナル夏服 ver.
illustration by さいとうなおき
© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

ぜんまいじかけのトリュフ
おおきなぬいぐるみ
© KAMIO JAPAN

きもしば 特大サイズ
やわらかもっち～りぬいぐるみ
©きもしば制作委員会

おもち動物園 焼きもちますこっと vol.2
©TAITO CORPORATION 2017 ALL RIGHTS
RESERVED.

めんトリ めんトリ&イモウト
特大サイズぬいぐるみ
©increws co.,Ltd.All Rights Reserved.
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物販情報〉

会場内物販ゾーンにて、会場限定や先行販売等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。
「電車で GO！」稼働 20 周年記念限定モデル鉄道時計
販売価格：42,120 円（税込）

Hey オリジナル GROOVE COASTER LONG T-SHIRT グルーヴコースターロング T シャツ
販売価格：4,000 円（税込）

Hey オリジナル NIGHT STRIKER LONG T-SHIRT
販売価格：4,000 円（税込）

ナイトストライカーロング T シャツ

Hey オリジナル DARIUS SILVER HAWK PARKA2017
販売価格：6,000 円（税込）

OUTDOOR PRODUCTS × TAITO スペースインベーダー ボディバック
販売価格：5,000 円（税込）

ｚ

OUTDOOR PRODUCTS × TAITO スペースインベーダー デイパック
販売価格：8,000 円（税込）

スペースインベーダー オリジナルジャージ
販売価格：4,500 円（税込）

フランク三浦 スペースインベーダーモデル
販売価格：8,000 円（税込）
※JAEPO 限定特別価格

1/12 スペースインベーダー筐体 貯金箱
販売価格：3,000 円（税込）
※JAEPO 限定特別価格

