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東京eｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ2021実行委員会

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、オンライン形式で開催します。
２月１２日(金)の開幕を前にオススメの企画をご紹介します！！（詳細は別紙のとおり）

オススメその１

やっぱり、ｅスポーツ競技大会！

○ 東京都知事杯を賭けて、予選を勝ち抜いた選手たちによる熱い対戦を生配信！
○ プロ選手が多く参戦する種目、人気VTuberが応援団長として登場する種目、優勝すると
プロ選手の認定権利がもらえる種目などがあり、盛り上がりが期待されます。
○ キッズの凄腕プレイは必見の価値あり！

オススメその２

幅広い分野の企業が集結する展示会もはずせない！

〇 ゲーム開発、ゲーミングチームからイベント運営、学校まで、ｅスポーツに特化した都
内中小企業５０社が出展！
〇 出展者が参加するｅスポーツ対戦やビジネスアイデア提案を行う配信企画もあります！

オススメその３

ｅスポーツを知らなくても楽しめる企画も満載！

○ お笑い芸人チームとプロゲーマーチームが、ｅスポーツで真剣勝負！人気急上昇中のあ
の芸人も参戦！
○ ｅスポーツのいろはがわかるセミナーに、ｅスポーツに取り組む人気アナウンサーが登
壇！
○ 人気ゲームをつくるプログラミング講座開催！

企画盛りだくさんで２月12日(金)から14日(日)まで３日間開催！
詳細は公式サイトへ！！
https://tokyoesportsfesta.jp
【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＞
2021 運営事務局
名 東京ｅスポーツフェスタ
称：東京ｅスポーツフェスタ2021

電話：03-5657-0741（平日 10～18 時）

別紙
開催概要
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 ）
動画配信サイト（YouTube、OPENREC.tv、Twitch 、ニコニコ生放送）
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］
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
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

企画詳細
１ ｅスポーツ競技大会【動画配信】
予選を通過した方による決勝大会を動画配信によりお届けします。各種目１位の参加者に
“東京都知事杯”を贈呈。
２月１３日（土）配信
配信時間

競技種目名

１２：３０～

太鼓の達人
Nintendo
Switchば～じょ
ん!

一般部門、キッズ部門、そ
れぞれ予選を通過した４名
によるトーナメント

１５：００～

グランツーリス
モＳＰＯＲＴ
(PS4)

予選を通過した８名による
決勝戦

パズドラ

予選の上位１６名によるト
ーナメント（配信は準々決
勝から）

１７：００～

対戦方法

実況・解説

須田泰生(ｅスポーツキャス
ター)
よすが(｢太鼓の達人 ドンだ
ー！世界一決定戦2016｣チャ
ンピオン)
村田晴郎(スポーツキャスタ
ー)
山中智瑛選手(全国都道府県
対抗eｽﾎﾟｰﾂ選手権2019･2020
覇者)

Oooda(ｅスポーツキャスタ
ー)

２月１４日（日）配信
配信時間

競技種目名

対戦方法

実況・解説

攻めのレッドチーム、守りの
ブルーチーム、それぞれ一般
部門、高校生以下部門の１位
にプロ選手を加えたチームに
よる決勝戦

田中一朗(ゲームキャスター)

１２：１５～

eBASEBALLパワ
フルプロ野球
2020

１４：３０～

ぷよぷよｅスポ 予選を通過した８名によるト 椿彩奈(タレント)
ーツ
ーナメント
Ｔｏｍ(ぷよぷよプロ選手)

１７：００～

モンスタースト
ライク

※応援団長
舞元啓介(にじさんじ所属
vTuber)、社築(同左)

柴田将平(ｅスポーツキャス
予選を通過した８チームによ ター)
る決勝トーナメント
なんとかキララＥＬ(今池壁
※２名１チーム
ドンズα リーダー)

２ ｅスポーツ関連産業展示会【公式サイト】
ゲーム開発、周辺機器・アイテム、関連サービス、学校等、都内中小企業等５０社が出展
します！東京都の関連部署の出展もあります。
また、出展者ページに隠された文字を集めて応募すると豪華プレゼントが当たるキャンペ
ーンを実施します！
◆ゲーム開発
ｅコンバット交陣
株式会社ヴェルサス
◆周辺アイテム
あけび動作の学校㈱
株式会社アーキサイト
SteelSeries
株式会社プリンストン

◆ゲーミングチーム
ｱｯｸｽｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ株式会社
G-STAR Gaming
FAV gaming
BLUE UNITED CORPORATION
Rush Gaming
◆コンテンツ
ダイナコムウェア株式会社
株式会社ネクプロ
ヨシダプロモート
株式会社RELIANCE

◆関連サービス
株式会社アンジェ
eｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社
株式会社エイプリルナイツ ◆イベント企画・運営
SI-WORKS
株式会社アビ
株式会社さえずり
R.S.T株式会社
株式会社JTB Next Creation
株式会社AJ WORKS
声優e-Sports部
株式会社ｴｽﾋﾟｰ･ﾘﾝｸﾞ東京
(一社)東京都情報産業協会
株式会社ｹｲｴｽｹｲﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
(一社)日本ｅスポーツ学会
株式会社ティーライブ
株式会社テクノブラッド
ﾋﾋﾞﾉﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾆｶﾙ株式会社
フォーバース株式会社
株式会社プレイブレーン
株式会社ﾏｯｸｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ

◆イベント施工・装飾
株式会社コミズマ
株式会社ジー・ピー・エス
株式会社大和工芸
ダスキンレントオール
株式会社フレッシュタウン
monoAI technology株式会社
Riedel Communications Japan
◆学校・教育
esports 銀座 school
ゲシピ株式会社
北米教育eｽﾎﾟｰﾂ連盟日本本部
ﾙﾈｻﾝｽ高等学校／ルネ中等部
◆その他
銀座 天賞堂
シーフォース株式会社
東京ﾎﾟｰﾄｼﾃｨ竹芝ﾎﾟｰﾄﾎｰﾙ/ﾎﾟｰﾄ
ｽﾀｼﾞｵ
株式会社レポック

３ セミナー・学習企画【動画配信／公式サイト】
(１) セミナー【動画配信】

※各セミナーの配信日時や概要は公式サイトで！

「ｅスポーツの“いろは”～ｅスポーツから新しい時代を考えよう～」
巷で話題のｅスポーツですが、その実態を知っている人はどれぐ
らいいるのでしょうか。ｅスポーツの第一線で活躍する方々を招い
てわかりやすくｅスポーツの良い点、懸念点も含めて解説します。
登壇者：筧 誠一郎（東京都ｅスポーツ連合 会長）
宇内 梨沙（ＴＢＳアナウンサー）
阿諏訪 泰義（うしろシティ、松竹芸能所属）
上記のほか、「ｅスポーツにおけるダイバーシティの深化」、「教育
現場におけるｅスポーツの可能性」、「中小企業がｅスポーツに参入す
るメリット」、「ｅスポーツにおいての５Ｇの展望」など、ｅスポーツ
に関わる幅広いジャンルのセミナーを予定しています。

宇内 梨沙

(２) 学習企画
○ ｅスポーツってどんなもの？【公式サイト】
小中学生向けにｅスポーツがどのようなものか、イラストでわかりやすく伝えます。
○ ゲームプログラミング講座「ぷよぷよ」を作ろう！【オンライン参加、動画配信】
ゲームのオンライン教育サービス「ユニキャン」がお届けするゲームプログラミング
講座。セガアクションパズルゲーム「ぷよぷよ」を作って動かします。講座はオンライ
ン配信され、どなたでもご家庭から参加いただけます。
講師：JeSU 公認プロプレイヤー ぴぽにあ
※メンターのサポート付き受講枠へのご応募は公式サイトへ！
４ その他
(１) ＭＣ・アシスタント【動画配信】
動画配信チャンネルで、オープニングから、各種企画、クロージングまでの司会・進行
を務めるのはこのお二方です！

平岩 康佑
（ｅスポーツキャスター／ODYSSEY）

木戸 衣吹
（声優、ホリプロインターナショナル所属）

(２) オープニング企画【動画配信】
２月１２日（金）初日のオープニングでは、実行委員会名誉委員長である小池百合子東
京都知事からのビデオメッセージ、各種企画の紹介に加え、競技種目にもなっているｅス
ポーツタイトル「モンスターストライク」のエキシビジョンマッチを実施します。

©XFLAG

KEVIN
（「アラブルズ」所属）

なんとかキララＥＬ
（「今池壁ドンズα」所属）

(３) 芸人 vs レジェンドゲーマー ｅスポーツバトル！【動画配信】
高橋名人・マゴ氏（プロゲーマー）のペアと芸人ペアとで、気軽に楽しめるゲームタ
イトル（Fall Guys: Ultimate Knockout、スーパーボンバーマン R、ストリートファイタ
ーＶチャンピオンエディション、カニノケンカ、オーバークック２、グーニャファイタ
ー）を対戦する。
【１３日(土)】

おかずクラブ（左：オカリナ､右：ゆいＰ） マヂカルラブリー（左：野田クリスタル､右：村上）

【１４日(日)】

ガリットチュウ（左：熊谷茶､右：福島善成）

はんにゃ（左：川島ofレジェンド､右：金田哲）

(４) 企業交流戦【動画配信、１２日(金)】
社会人ｅスポーツリーグ「AFTER 6 LEAGUE」の協力企画として、「AFTER 6 LEAGUE」
参加企業と関連産業展示会出展者とが、「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～」
（KONAMI）で対戦します！
(５) ｅスポーツピッチイベント【動画配信、１２日(金)】
関連産業展示会出展者よるｅスポーツ関連産業活性化に向けた新規サービスや製品な
どに係るアイデアのプレゼンテーションを、専門家が評価・アドバイスを行います。
(６) 「ｅスポーツでつながろう！」キャンペーン【Twitter】
ｅスポーツの機運醸成及びフェスタの認知度向上を目的として、おうちでｅスポーツ
を楽しんでいる風景を動画や静止画で Twitter に投稿していただき、投稿された方の中
から抽選でプレゼントを贈呈します！

