
 

 

 

 

2019 年 9 月 9 日 

株式会社 MCJ 

 

当社グループは、2019 年 8 月 19 日付けでお知らせいたしましたとおり、2019 年 9 月 12 日（木）から 15

日（日）に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ 2019（以下 TGS2019）」に出展いたします。 

 

今回は「All For Good Game」をテーマに、当社連結子会社である株式会社マウスコンピューター（代表取

締役社長：小松永門、本社：東京都中央区、以下マウスコンピューター）および株式会社ユニットコム（代表

取締役社長：端田 泰三、本社：大阪市浪速区、以下ユニットコム）の製品を展示、ゲーム産業にまつわるイ

ベントを開催致します。 

 

この度、開催期間中のイベントスケジュールが確定いたしましたので、次頁以降にイベント概要を掲載い

たします。 

ぜひこの機会に当社ブースにお立ち寄りください。 

 

詳細につきましては、当社運営の「TGS2019 特設サイト」をご覧ください。 

TGS2019 特設サイト：https://mcjtgs2019.jp/ 

 

   当社グループは関連製品の開発及び提供だけでなく、本件出展やイベント開催、その他スポンサー活動

等を通じて、今後市場及びユーザー層の拡大が期待される e スポーツ業界の一般浸透及び更なる成長に

向け、一層の役割を果たしてまいります。 

 

【MCJ / マウスコンピューター / ユニットコム 出展概要】 

ブース番号： 2-C10 （幕張メッセ ホール 2 ） 

出展内容 ： 最新のゲーミングパソコン、クリエイターパソコン、周辺機器の展示、デモ、ゲストを招いた 

ステージセッション。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCJ ブース ※イメージ画像 

平成19年12月20日 News Release 

「東京ゲームショウ 2019」イベントスケジュール決定 

～「All For Good Game」をテーマに最新製品展示・体験、各種イベントを実施～ 



【イベントスケジュール】 

 

【9 月 12 日（木） ビジネスデイ】 

11：30～ 『マウスコンピューターカンファレンス』 
マウスコンピューター社の今後の展望を語るカンファレンス。 

■登壇者 
     株式会社マウスコンピューター代表取締役社長 小松 永門 他 

 
13：00～ 『VR/AR  MCJ TALKSHOW「ゲーム会社が VR/AR にいま注目す

べき理由」』 
 VR/AR の現状や今後の展望を、ゲーム、建築、エンターテイメント、ミドルウェアの視点で

語るパネルディスカッション。 
■登壇者 

株式会社 Mogura Inc. 代表取締役 久保田 瞬 様 
株式会社ヒストリア 代表取締役 佐々木 瞬 様 

     リブセント・イノベーションズ株式会社 代表取締役 橋本 善久 様 
     株式会社積木製作 セールスディビジョン シニアディレクター 関根 健太 様 
 

14：30～ 『倉持由香プロデュース G-STAR Gaming 発表会』 
グラビアアイドル倉持由香がプロデュースした「G-STAR Gaming」のスポンサー企業として

活動のサポートを発表。そして倉持さんをステージに招き、プロジェクトお披露目会を開催。 
■登壇者 

倉持由香 
     G-STAR Gaming メンバー 
 

 

 

【9 月 13 日（金） ビジネスデイ】 

11：30～ 『MCJ TALK SHOW 「e スポーツとビジネス。期待と課題。」』 
 e-sports の現状や今後の展望を、大会主催、施設、スポンサー視点で語るパネルディスカ

ッション。 
■登壇者 

合同会社 DMM GAMES PJS エグゼクティブプロデューサー 斎藤 隆行 様 
株式会社 CyberZ 執行役員 大友 真吾 様 

       株式会社ディスクエンターテイメントシステム 
e スポーツ部門 統括責任者 橋本 尚吾 様 

KDDI 株式会社 コミュニケーション本部 宣伝部 部長 馬場 剛史 様 
       大塚食品株式会社 飲料事業部 副部長 小林 一志 様 
■進 行 

黒川メディアコンテンツ研究所 黒川塾 主催 黒川 文雄 様 
 

13：00～ 『MCJ TALK SHOW 教育×「e-sports」 「ゲームと人財育成。最先

端の教育現場とは。」』 
 e-sports 学校/学科の現状や今後の展望を学校経営の視点で語るパネルディスカッション。 
■登壇者 

株式会社バンタン 事業本部副部長 栗原 由行 様 
     日本工学院専門学校 デザインカレッジ カレッジ長 谷口 直也 様 
■進 行  

黒川メディアコンテンツ研究所 黒川塾 主催 黒川 文雄 様 
 



15：00～ 『マネーをつかみ取れ！ ビジネスプレゼン企画「GRAB  IT」』 
新事業に興味を持つ会社の決定権を持つ役員の前で行う、ゲームに関連するベンチャー

企業を対象としたビジネスプレゼン企画。企画を気に入った会社があればその場で即商

談！ 
■審査員 

株式会社カヤック 代表取締役 柳様 大輔 様 
株式会社 GameWith 代表取締役 今泉 卓也 様 
株式会社 gumi 代表取締役会長 國光 宏尚 様 
株式会社 MCJ 取締役社長 安井 元康 
 

 
 

 

 

【9 月 14 日（土） 一般デイ】 

11：30～ 『LEVEL∞ × PJS -PUBG e-sports STAGE- エキシビジョンマッ

チ』 
LEVEL∞イベントでは、DMM GAMES が主催する「PUBG JAPAN SERIES」のコラボステ

ージを開催。DNG melofo、SST gabha、CGX Aries、ARG osakana のプロゲーマー4 名と、

注目の女性ストリーマー2 名を交えて、トークショーやエキシビジョンマッチを開催。 
 

 
 

15：00～ 『「無限女子 Forward ～ powered by 仮面女子 ～」スペシャルス

テージ』 
 「iiyama PC」と「仮面女子」のコラボアイドルユニット「無限女子 Forward ～ powered by 
仮面女子 ～」が出演するステージも予定。パソコン工房 iiyama PC イメージソング「be 
happy!!!」を披露するほか、トークイベント、ゲーム大会、オリジナル名刺交換会も実施。 
 

 
 

 



【9 月 15 日（日） 一般デイ】 

11：30～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『DREAM -R6S e-sports STAGE-』 
プロゲーマーを目指すプレイヤーに DREAM を与えられるようなプロプレイヤーとのセッシ

ョンとして、マウスコンピューターがスポンサードする『DetonatioN Gaming』と、LEVEL∞がス

ポンサードする『父ノ背中』 レインボーシックスシージで活躍する人気の両プロゲーミングチ

ームによる、「プロゲーマーになるには？」をテーマとしたトークショーや、エキシビジョンマッ

チを実施いたします。 
 また、本イベントでは、プロと一緒に組んで臨む「with プロ エキシビジョンマッチ」も開催。勝

者には豪華ゲーミングデバイスがプレゼントされます。 
 

 
 

14：30～ 『マウスボーナスチャレンジ ~インディーゲームでモニターを奪い合

え~』 
MCJ ブースにお越し頂いた一般来場者の皆様が参加対象のインディーゲームを用いた大

会です。イベント中に参加者を募り、タイトルは当日の発表となります。マウスコンピュータ

ーのハイエンド PC を使用し、ルールが理解しやすいタイトルで競います。勝者には商品が

プレゼントされます。 
 

 
以上 

< お問い合わせ先 >  

株式会社 MCJ 広報 IR 担当 

ir-otoiawase@mcj.jp 

HP：https://www.mcj.jp/  FB ページ：https://www.facebook.com/MCJ.JP/ 


