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【ジャパン アミューズメント エキスポ 2020 に出展】 

『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』初の公式大会実施！ 

『機動戦士ガンダム 戦場の絆』から発表も！ 
 

株式会社バンダイナムコアミューズメント(本社:東京都港区/社長:萩原仁)が千葉・幕張メッセにて2月7日(金)・8日(土)に出展

する『ジャパン アミューズメント エキスポ2020(以下 JAEPO2020)』の、メインステージ情報を含む出展詳細が決定しましたのでお

知らせします。 

 

■『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』初の公式大会、 

スペシャルゲストに小野友樹さん 大会MCに岸大河さん 

2月8日(土)の一般公開日に、『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバ

イバー』初の公式大会を開催します。大会のスペシャルゲストとして、

東方仗助役の声優・小野
お の

友樹
ゆ う き

さんをお招きし、ゲームキャスターの岸
き し

大河
た い が

さんと共に大会を盛り上げていただきます。大会参加希望者は、

当日10:00~11:00に会場にてエントリーを受け付けます。  

 

 

■『機動戦士ガンダム 戦場の絆』スペシャルステージ、 

ゲストは板倉俊之さん 森本英樹さん 

2月8日(土)の一般公開日11:30から、『機動戦士ガンダム 戦場の絆』 

のスペシャルステージを実施します。稼働開始から14年目を迎える今年、新た

な局面が……！今後の『戦場の絆』の展開について発表します。  

スペシャルゲストに、インパルスの板倉
い た く ら

俊之
と し ゆ き

さん、ニブンノゴ！の森本
も り も と

英樹
ひ で き

さんが

登場し、”絆“について語り合うほか、来場者とのエキシビジョンマッチを行います。

『戦場の絆』最新情報解禁もありますので、その瞬間をぜひご覧ください！ 

 

■一世を風靡した初代ワニワニパニックが戻ってくる！ 

1989年の発売以降、幅広いユーザーに愛され、一世を風靡した初代『ワニワニパニック』が『ワニワニパニックR』となって

JAEPO2020の場に戻ってきます！ 

 

■ステージスケジュール解禁 

2月7日(金)のビジネスデイには、「Heat up ARCADE！ワンポイントプレゼンテーション」と称し、ゲームセンターのオペレーターを対

象としたステージを実施します。2月8日(土)の一般公開日には、『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』公式大会、『機動戦士

ガンダム 戦場の絆』スペシャルステージに加え、『太鼓の達人』と『湾岸ミッドナイト マキシマムチューン ６R』のステージを実施します。 

 

■「JAEPOショップ」物販情報 

会場内にある「JAEPO ショップ」にて「アイドルマスター オフィシャルショップ」のオリジナルグッズの販売を行います。 

 

※ニュースリリースの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。 ※画像はイメージです。  

▲板倉俊之さん ▲森本英樹さん 

http://bandainamco-am.co.jp/


 

 

2月8日(土)の一般公開日に、『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』初の公式大会を開催します。応募者から抽選で選ば

れた21名の出場者が7名×3グループに分かれて3試合の予選を実施。3試合の勝ち点合計の上位2名が決勝に進出し、初代優

勝者の座を争います。 

大会参加希望者は、当日10:00~11:00に会場にてエントリーを受け付けます。エントリーした方全員に「オリジナルバナパスポー

トカード※」と「ネックストラップ」をプレゼントします！(受付終了時点で大会出場者定員を超えた場合、抽選で出場者を選出します。

抽選に外れて大会に出場できなかった場合でもプレゼントはもらえます。)さらに、大会出場者には本大会限定の特別称号が付与さ

れます。 

 

■初の公式大会、スペシャルゲストに小野友樹さん 大会MCに岸大河さん 

大会のスペシャルゲストとして、東方仗助役の声優・小野
お の

友樹
ゆ う き

さんをお招きし、ゲームキャスターの岸
き し

大河
た い が

さんと共に大会を盛り上

げていただきます。 

     
※【バナパスポートカードとは】アミューズメント施設に設置されているバナパスポート対応のゲーム等で利用できるユーザー認証カードです。https://www.bandainamcoid.com/banapassport/ 

 

©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会 
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会 ©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会 

©BANDAI NAMCO Amusement Inc. 

 

 

 

 

 

 

2月8日(土)の一般公開日11:30から、ドームスクリーン式戦術チーム対戦ゲーム『機動戦士ガンダム 戦場の絆』のスペシャルステー

ジを実施します。稼働開始から14年目を迎える今年、新たな局面が……！今後の『戦場の絆』の展開について発表します。  

 ステージゲストには、テレビ東京系列のバラエティ番組『絆体感TV 機動戦士ガンダム 第07板倉小隊』に出演されていた、インパル

スの板倉
い た く ら

俊之
と し ゆ き

さん、ニブンノゴ！の森本
も り も と

英樹
ひ で き

さんが登場し、”絆“について語り合うほか、来場者とのエキシビジョンマッチを行います。

『戦場の絆』最新情報解禁もありますので、その瞬間をぜひご覧ください！また、試遊台ではエースパイロットの誘導にて「チーム戦」の

醍醐味を体感することができるうえ、最新機体「ユニコーンガンダム2号機 バンシィ」「シルヴァ・バレト・サプレッサー」の試乗ができます。 

製品ページ：http://gundam-kizuna.jp/ 

 

 

 

 

 

 
©創通・サンライズ 

【ジャパン アミューズメント エキスポ 2020 に出展】メインステージ情報を含む出展詳細が決定！  添付資料(１/4) 

『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』公式大会 in JAEPO2020 概要 

 ・日時：2020年2月8日(土) 受付10:00～11:00/大会13:00～15:30 

 ・受付：JAEPO2020 バンダイナムコアミューズメントブース『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』コーナー付近 

 ・大会出場者：21名(受付終了時点で定員を超えた場合、抽選により出場者を選出します。) 

・詳細：https://jojols.bn-am.net  

※時間と内容は一部変更になる場合がございます。 

https://www.bandainamcoid.com/banapassport/
http://gundam-kizuna.jp/
https://jojols.bn-am.net/


 

 

1989年の発売以降、幅広いユーザーに愛され、一世を風靡した初代『ワニワニパニック』が『ワニワニパニックR』となって

JAEPO2020の場に戻ってきます！32インチモニターで懐かしのグラフィックが再現され、モニターならではの新しい演出でプレイ

を盛り上げます。世代や国籍を問わず、誰もが直感的に遊べる数少ないアーケードゲーム機として、これからも多くの人々に親

しまれる機種を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

©BANDAI NAMCO Amusement Inc. 

 

 2月7日(金)のビジネスデイには、「Heat up ARCADE！ワンポイントプレゼンテーション」と称し、ゲームセンターのオペレーターを対

象としたステージを実施します。2月8日(土)の一般公開日には、『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』公式大会、『機動戦士 

ガンダム 戦場の絆』スペシャルステージに加え、『太鼓の達人』と『湾岸ミッドナイト マキシマムチューン ６R』のステージを実施します。 

 

■『太鼓の達人』スペシャルステージ(10:30～予定) 

新しくなる『太鼓の達人』のモニターや新システムを「太鼓の達人 公式ブログ」でおなじみの 

11号とエトウが、スペシャルステージで徹底解説！最新バージョン稼働日の発表も！  

製品ページ：https://taiko.namco-ch.net/taiko/ 
 

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

 

 

■『湾岸ミッドナイト マキシマムチューン ６R』15周年記念ステージ(16:15～予定) 

  「湾岸マキシ」シリーズ稼動15周年を記念して特別企画の発表や、有名プレイヤー 

＠
あっとまーく

Sora
そ ら

さんによるエキシビションマッチを実施するなど、盛り沢山の内容でお届けします。 

製品ページ：http://wanganmaxi-official.com/wanganmaxi6r/ 
 

©Michiharu Kusunoki/Kodansha Ltd. All rights reserved. ©BANDAI NAMCO Amusement Inc. 
The trademarks, copyrights and design rights in and associated with Lamborghini, Lamborghini with Bull and  
Shield Device are used under license from Automobili Lamborghini S.p.A., Italy 
All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, vehicles, models, trade names, brands and  
visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions. 
 

 

 

■「HEATUP TIME」で 60 名様にパックマントートバックが当たる！ 

2月8日(土)11:10からは、ブース内にて「HEATUP TIME」を実施！「HEAT UP TIME」中に、対象タイトルの試遊列に並ん

だ方限定で「HEAT UPくじ」を配布。当たりが出たら、その場でパックマントートバッグを1つ(全4種ランダム配布)をプレゼントします！ 

 

【ジャパン アミューズメント エキスポ 2020 に出展】メインステージ情報を含む出展詳細が決定！  添付資料(２/4) 

https://taiko.namco-ch.net/taiko/
http://wanganmaxi-official.com/wanganmaxi6r/


 

 

■ステージタイムテーブル ※画像は公式サイトより抜粋 

 

＜2月7日(金) ビジネスデイ＞             ＜2月8日(土) 一般公開日＞ 

 

 

 

 

【ジャパン アミューズメント エキスポ 2020 に出展】メインステージ情報を含む出展詳細が決定！  添付資料(3/4) 



 

 

■「アイドルマスター オフィシャルショップ」のグッズが登場！ 

会場内にある「JAEPO ショップ」にて「アイドルマスター オフィシャルショップ」のオリジナルグッズの販売を行います。 

 

＜取り扱いグッズ一例＞ 

アイドルマスター オフィシャルショップで取り扱い中のオリジナルアクリルスタンドです。 

組み立て時は19㎝ほどになりデスクサイドなどに飾り映えします。 

こちらに加えて『アイドルマスター』シリーズのグッズを各種取り扱います。 

※「JAEPO ショップ」では「アイドルマスター オフィシャルショップ」の商品の一部を販売いたします。 

アイドルマスター オフィシャルショップ： 

https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/idolmaster/ 

 

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

 

【参考】 

■バンダイナムコアミューズメント『JAEPO2020』出展に関して 

今回の出展ブースでは、メダルゲーム、ビデオゲームからキッズ向けまで幅広いお客さまにご体験いただける13タイトルをご用意。その 

ひとつひとつが熱気で包まれたショー空間となってお楽しみいただけるよう「HEAT SHOWS!」を合言葉に展開します。また、アソビを体

験した時の「興奮」・忘れられない「感動」など、だれもが持つ”アソビの思い出巡り”をコンセプトに、デジタルスタンプラリーを実施します。 

 

バンダイナムコアミューズメント出展タイトル一覧および、会場でゲットできるノベルティの情報はこちら▼ 

バンダイナムコアミューズメント JAEPO2020公式サイト：https://bandainamco-am.co.jp/am/event/jaepo2020 

※ニュースリリースの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。 ※画像はイメージです。 ※価格はすべて税込です。 

 

【ジャパン アミューズメント エキスポ 2020 に出展】メインステージ情報を含む出展詳細が決定！  添付資料(４/4) 

【品名】アイドルマスター ミリオンライブ！ アクリルスタンド ルミエール・パピヨン ver. 

【価格】各2,360円 

【仕様】製組み立て時の高さ：約190㎜（種類によって異なります） 

＜開催概要＞ 

■名 称  ： ジャパン アミューズメント エキスポ 2020(略称:JAEPO 2020) 

■主 催  ： 一般社団法人 日本アミューズメント産業協会(JAIA) 

■会 場  ： 幕張メッセ 国際展示場 HALL9・10(千葉県美浜区中瀬2-1) 

■会 期  ： 2020年2月7日(金) 10:00～17:00 【ビジネスのみ】 

8日(土) 10:00～17:00 【ビジネス＋一般】 

■入場料  ： ビジネス入場券をお持ちの方・・・・・・・ 無料 

          一般の方・・・・・前売り入場券 1,300円 / 当日入場券 1,500円(税込/小学生以下無料) 

               ※入場券情報はこちら⇒http://www.jaepo.jp/top.html#ticket 

  ■報道受付： 取材概要・プレスセンターの情報はこちら⇒http://www.jaepo.jp/press.html 

https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/idolmaster/
https://bandainamco-am.co.jp/am/event/jaepo2020
http://www.jaepo.jp/top.html#ticket
http://www.jaepo.jp/press.html

