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東京eｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ2021実行委員会

競技大会は６種目で実施
初めての出展でも安心！きめ細やかな出展サポート
ｅスポーツの普及と関連産業の振興を目的として、ｅスポーツの競技大会と関連産業展示会
等で構成するイベント「東京ｅスポーツフェスタ」。
２回目となる今回は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、オンライン形式での実施
となりますが、オンラインであってもｅスポーツを体感できる様々な企画を予定しています。
また、１２月２８日(月)から、競技大会の参加者・展示会出展者の募集を開始しますので、
お知らせします。
１ 開催概要
名 称：東京ｅスポーツフェスタ2021
日 程：令和３（2021）年２月１２日（金曜日）から１４日（日曜日）まで
会 場：公式ＷＥＢサイト（https://tokyoesportsfesta.jp）、
公式YouTube、OPENREC.tv、Twitch
主 催：東京ｅスポーツフェスタ2021実行委員会
［東京都／(一社)日本ｅスポーツ連合／(一社)コンピュータエンターテインメント協会
／(一社)日本オンラインゲーム協会／(株)東京ビッグサイト］
２ コンセプト
○ 子どもから高齢者まで誰もが参加でき、楽しめるｅスポーツイベントとして裾野を拡大
○ ｅスポーツ関連企業の優れた製品やサービスをＰＲし、都内中小企業の活性化
○ 新しい生活様式へ対応しながらも、ｅスポーツをキーワードとして、様々なつながりを
創出
３ 企画構成
(１) ｅスポーツの活性化を図る「ｅスポーツ競技大会」
(２) ｅスポーツ関連産業の振興を図る「ｅスポーツ関連産業展示会」
(３) ｅスポーツや関連技術などについて学べる「ｅスポーツのセミナー・学習企画」 他
（裏面に続く）
【問い合わせ先】
＜実行委員会に関すること＞
東京ｅスポーツフェスタ 2021 実行委員会事務局（東京都産業労働局商工部経営支援課）
担当：佐藤、齋藤
電話：03-5320-4780（直通） 内線：36-610
＜イベントに関すること＞
東京ｅスポーツフェスタ 2021 運営事務局

電話：03-5657-0741（平日 10～18 時）

４ 公式Ｗｅｂサイト・ＳＮＳ
オンライン開催の会場の１つである公式Ｗｅｂサイトを本日から開設します。
本サイトにおいて、競技大会の参加者募集、関連産業展示会の出展者募集など、随時情報更
新を行っていきます。
また、公式YouTubeにおいて、前回の競技大会等ステージ企画の動画を順次公開します。

https://tokyoesportsfesta.jp
５ ｅスポーツ競技大会
以下６種目で競技大会を実施し、各種目１位の参加者に“東京都知事杯”を贈呈します。
競技種目名

メーカー

内容等

使用機器

参加単位

太鼓の達人
バンダイナムコ
Nintendo Switchば～じ エンターテイン
ょん!
メント

リズムに合わせて流れてくる音
符を太鼓の面とフチを使って叩
き、高得点を目指す和太鼓リズ
ムゲーム

Nintendo
Switch™（太鼓
とバチ for
Nintendo
Switch）

１名

パズドラ

ガンホー・オン
ライン・エンタ
ーテイメント

同じ属性のドロップを縦横３つ
以上並べて消して敵モンスター
を攻撃し、ダンジョンクリアを
目指すパズルＲＰＧ

スマートフォ
ン

１名

モンスターストライク

ミクシィ
（XFLAG）

最大４人で協力プレイ！育てた
モンスターを指で引っ張って敵
モンスターに当てて倒すアクシ
ョンＲＰＧ

スマートフォ
ン

２名１組

ソニー・インタ
ラクティブエン
タテインメント

レースを中心に、モータースポ
ーツを仮想体験できるリアルド
ライビングシミュレータ

PlayStation®4

１名

KONAMI

野球ゲーム

Nintendo
Switch™

１名

SEGA

上から落ちてくる「ぷよ」を４
つ以上つなげて消すことで対戦
相手を攻撃するアクションパズ
ルゲーム

PlayStation®4

１名

★新規
グランツーリスモＳＰ
ＯＲＴ

★新規
eBASEBALL
パワフルプロ野球2020

★新規
ぷよぷよｅスポーツ

※ 各競技種目の概要は、別紙のとおり
※ １２月２８日（月曜日）より、公式Ｗｅｂサイトにおいて、各種目の実施要項を順次掲載
しますので、参加をご希望の方は、サイト内の参加申し込みフォームよりご応募ください！
※ 応募多数の場合は、厳正なる抽選で参加者を決定させていただきます。

６ ｅスポーツ関連産業展示会
ｅスポーツやｅスポーツに関連する製品やサービスを有する都内中小企業、学校等による
オンライン展示会を実施します。オンライン展示会が初めての方でも、きめ細やかなサポー
トで効果的な出展に導きます。
出展対象

ｅスポーツに関連する製品・サービスを有し、東京都内（島しょを含む。）に本社
又は主要な拠点を置く中小企業、個人事業者、専門学校等

募 集 数 ５０社程度
１５,０００円（税込）
［出展料に含まれるもの］
・公式Ｗｅｂサイト内出展者ページ（文字・写真・動画掲載、資料ダウンロード・
出 展 料
問い合わせフォーム・オンライン商談予約機能）
・動画配信チャンネル内におけるＰＲ動画配信
・出展者限定事前セミナー、出展者交流機会の提供
・サイト訪問数等の実績報告
等
申込期間 令和２年１２月２８日（月曜日）から令和３年１月１５日（金曜日）まで
申込方法 公式ＷＥＢサイト掲載の「出展申込フォーム」に必要事項を記入の上、送信
(注１) 「ｅスポーツに関連する製品・サービス」とは
ゲームソフト・アプリやＣＧ・ＶＲ・ＡＲ・音響等の関連技術の開発、ゲーム機や周辺機器、専用
メガネやウエア、キャラクターグッズなどの周辺商品の製造・販売、食品・飲料メーカー、ｅスポー
ツイベント運営事業者、動画配信事業者 等
※ 該当するか否かわからない場合は事務局へお問い合わせください。
(注２) 「中小企業」とは、以下に該当するもの
業種
製造業、その他
（ｿﾌﾄｳｪｱ業等）
卸 売 業

小 売 業

サービス業

条件

資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社、又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社、又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社、又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社、又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

(注３) ｅスポーツ関連の専門学校等については、経営母体が中小企業に該当しない場合においても出展可
能です。
(注４) 申込多数の場合は、期限前に募集を終了させていただく場合があります。

７ その他
上記のほか、初心者が気軽に楽しくｅスポーツに親しみ、体感できる企画やビジネス向けセ
ミナーなど、様々な企画の実施を予定しています。詳細は追ってお知らせいたします。

別 紙

＜競技種目詳細＞
◆ 太鼓の達人 Nintendo Switchば～じょん!

ⓒBANDAI NAMCO Entertainment Inc.

2001年に業務用筐体で稼働を開始した和太鼓リズムゲームで、その後発売された家庭用向けシリーズ
では2019年にシリーズ累計販売本数1,000万本を突破した。2018年に全国の小学生を対象としたｅスポー
ツ大会を実施し、成績上位の３名がハワイの文化交流イベント「ホノルルフェスティバル」に招待され
るグローバルな企画を展開している。前回のフェスタでは、小学生以下を対象とした大会として実施し、
100名を超えるキッズが参加した。

◆ パズドラ

ⓒ GungHo Online Entertainment,Inc.

国内累計ダウンロード数5,600万を超えるスマートフォン向けゲーム。多くのファンが来場したガンホ
ーフェスティバル2019では、対戦モードを使用した「パズドラチャレンジカップ」を実施。全国10か所
での予選大会を経て、決勝大会上位３名がプロ認定資格を獲得。パズドラプロゲーマーがハイレベルな
戦いを見せる賞金制の大会も実施している。前回フェスタでは、優勝特典であるプロライセンス権利を
目指し、老若男女を問わない多くの参加者が手に汗握る熱戦を繰り広げた。

◆ モンスターストライク

ⓒXFLAG

世界累計利用者数5,400万人を超えるスマートフォンアプリ。株式会社ミクシィの「XFLAG」が運営し、
「モンストグランプリ」という大型ｅスポーツ大会を2015年より開催している。2019年に行われた「モ
ンストグランプリ2019 アジアチャンピオンシップ」では、賞金総額１億円に到達。また約50名のプロ選
手が存在し、活躍の場としてプロツアーも開催している。前回フェスタでは、４人１組のチーム戦とし
て実施し、協力プレイによる熱い戦いが繰り広げられた。

【新規】
◆ グランツーリスモＳＰＯＲＴ

ⓒ2017 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.
"Gran Turismo" logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc

「グランツーリスモＳＰＯＲＴ」は最新のテクノロジーを使いながらも、大人から子供まで気軽にｅス
ポーツタイトルとしてプレイできるリアルドライビングシミュレーター「グランツーリスモ」のシリーズ
の最新作です。運転する楽しさを多くの人に伝えるとともに「モータースポーツを生まれ変わらせる」こ
とを目指し、ＦＩＡ（国際自動車連盟）との間にパートナーシップを締結。2019年には、FIA公認世界大
会「FIA グランツーリスモチャンピオンシップ 2019」が開催され、優勝者は実車のＦ１年間チャンピオ
ン、ルイス・ハミルトンらと共に、フランス・パリで開催されたFIA授賞式で表彰されました。また、第
74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」文化プログラムでは、「グランツーリスモ」シリーズの大会
としては初の６才から参加できる「少年の部」と18才以上の「一般の部」で幅広い層の方々に参加頂き盛
り上がりを見せました。

【新規】
◆ eBASEBALLパワフルプロ野球2020

一般社団法人日本野球機構承認 ⓒ2019 SAMURAI JAPAN 日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球ＯＢクラブ公認
プロ野球フランチャイズ球場公認 データ提供:共同通信デジタル ⓒKonami Digital Entertainment

シリーズ累計2,340万本（2020年9月末時点）！本格的な野球の駆け引きが楽しめることでおなじみの
野球ゲーム「実況パワフルプロ野球」シリーズ。その最新作『eBASEBALLパワフルプロ野球2020』が、
PlayStation®4、Nintendo Switch™で発売中！2020年シーズンの選手データを搭載し、シーズン中はもち
ろん2021年も随時アップデート！「パワフェス」･「LIVEシナリオ」･「栄冠ナイン」モードがNintendo
Switch™で初めてプレー可能になった他、PlayStation®4の「パワプロ」では初となる、最大４人までの
協力プレーで、家族や友人とも楽しむことができます。また、本作を使用した「eBASEBALL プロリーグ」
はＮＰＢとK O N A M I の共催で2018年より開催され、今年で３シーズン目を迎えます。12球団を代表する
48名のプロ選手による熱い戦いは、プロ野球ＯＢ解説者たちも唸るほど本格的な試合になっています。

【新規】
◆ ぷよぷよｅスポーツ

ⓒ SEGA
「ぷよぷよ」シリーズは、2021年に30周年を迎える国民的アクションパズルゲーム。2018年以来、国内
でプロ選手が34名誕生。相手のフィールドを擬視しながら、瞬間的な判断とスピードで攻撃手順を組み上
げる高度なプレイ技術が要求され、プロ選手同士の平均試合時間はわずか48.58秒。現在、多数の競技大
会が各地で開催されている。

