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株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：榎本誠一、以下ハピネット）は、2021 年 9 月 30

日（木）より開催される「TOKYO GAME SHOW 2021 ONLINE」に出展いたします。 

 公式番組ではハピネットパートナーパブリッシャーによる最新タイトルのプロモーション映像・ゲストによるトーク・ゲーム

実況・ゲーム関連グッズの紹介など、豪華ゲストと共に盛り沢山の内容をお届け！ 

 さらに幕張メッセ会場ではプレス・インフルエンサー向けにブース最大規模の試遊・展示の出展を行います！ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TOKYO GAME SHOW 2021 ONLINE にハピネットが今年も出展！ 

TGS2021 最大級のタイトルラインアップで盛り沢山の内容をお届けします！ 



                                                                                                                 

 

 

 

2 日間に渡って配信する公式番組内では 20 タイトルを超える新作タイトルの紹介を行い、幕張メッセでは 16 タイ

トルの試遊と 3 つの展示を行うなど、多くのパートナー企業にご参加いただきます。 

 

 

 
 

■出展パートナー企業・ブランド一覧（50 音順） 

 

・株式会社アイ・オー・データ機器  （公式サイト：https://www.iodata.jp/） 

・EGRETⅡ mini  （公式サイト：https://www.taito.co.jp/egret2mini/） 

・株式会社インティ・クリエイツ  （公式サイト：http://www.inti.co.jp/） 

・インフォレンズ株式会社  （公式サイト：https://www.infolens.com/） 

・H2 INTERACTIVE Co., Ltd. （公式サイト：http://www.h2int.jp/） 

・株式会社 Evolete  （公式サイト：https://www.evolete.com/） 

・UUUM 株式会社  （公式サイト：https://www.uuum.co.jp/） 

・角川ゲームス  （公式サイト：https://www.kadokawagames.co.jp/） 

・Kalypso Media Japan 株式会社  （公式サイト：https://kalypsomedia.co.jp/） 

・株式会社ケイカンパニー  （公式サイト：http://www.kcompany.co.jp/） 

・GAMES GLORIOUS  （公式サイト：https://games-glorious.com/） 

・Game Source Entertainmant  （公式サイト：https://gamesource-ent.jp/） 

・Koch Media 株式会社  （公式 Twitter：https://twitter.com/KochMediaJP?s=20） 

・ジェムドロップ株式会社  （公式サイト：http://www.gemdrops.co.jp/） 

・株式会社シティコネクション  （公式サイト：https://city-connection.co.jp/） 

・JUSTDAN INTERNATIONAL CO., LTD.  （公式サイト：https://justdan-games.squarespace.com/） 

・テックウインド株式会社  （公式サイト：https://www.tekwind.co.jp/） 

・Nextorage 株式会社  （公式サイト：https://www.nextorage.net/） 

・Pikii 合同会社  （公式サイト：http://www.pikii.jp/） 

・Fangamer LLC  (公式サイト：https://www.fangamer.jp/) 

・PLAYISM(株式会社アクティブゲーミングメディア)  （公式サイト：https://playism.com/） 

・株式会社ブロッコリー  （公式サイト：https://www.broccoli.co.jp/game_index/） 

・株式会社マックスゲームズ  （公式サイト：https://www.maxgames.co.jp/） 

・light  （公式サイト：http://www.light.gr.jp/） 

 

 

 

 

TGS 最大級の新作タイトルラインアップの紹介 
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公式番組では豪華ゲストをお呼びして、新作タイトル・ゲーム関連グッズの情報をお届けします！ 

 

■ゲスト情報：「Happinet GAME SHOWCASE in TGS2021 1st STAGE」 

初日のステージではゲーム好きで知られ、自らも実況・配信をされているヴィジュアル系バンド「ナイトメア」のギタリス

ト「柩」さんを迎え、番組初日を盛り上げていただきます！ 

 

            
 

 

 

ナイトメア：NIGHTMARE Official Site https://www.nightmare-web.com/pc/ 

NIGHTMARE(ナイトメア)公式サイト【NIGHTMARE モバイル】 https://artist-site.jp/nightmare/ 

柩のにわかゲーマー CHANNEL。 https://www.youtube.com/channel/UCcnyRTZrgYyOSiY7twUa5YA 

 

 

■ゲスト情報：「Happinet GAME SHOWCASE in TGS2021 2nd STAGE」 

2 日目のステージでは昨年に引き続き宇宙海賊の「ゴー☆ジャス」さんが登場！ 

今年は冒頭から最後までのフル出演でハピネットの番組を盛り上げていただきます！ 

 

またレトロゲーム好きで知られる「KICK THE CAN CREW」の「MCU」さんも「GAMES GLORIOUS」のアンバサダーと

して登場！ご本人の大好きなレトロゲームのグッズ紹介や、ご自身に関わりのあるゲームグッズを紹介していただきま

す！ 

 

 
 

 

番組を盛り上げる豪華ゲストのご紹介！ 
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ゴー☆ジャス（宇宙海賊）公式 Twitter https://twitter.com/Gorgeous55555 

ゴー☆ジャス動画 https://www.youtube.com/user/gorgeousgamemarket?app=desktop 

 

 

MCU OFFICIAL WEB SITE https://www.mcu.tokyo/ 

MCU 公式 Twitter https://twitter.com/MCU 

 

※タイトルラインアップの紹介・ゲストの追加情報などはハピネットの特設サイト（https://happinet-tgs.com/）、ハピネ

ット GAME/GOODS 公式 Twitter（https://twitter.com/Happinet_VG）にて随時発表して参りますので、ご確認くだ

さい！ 

 

 

 

 

 

【イベント名】TOKYO GAME SHOW 2021 ONLINE 
【開催期間】2021 年 9 月 30 日（木）～2021 年 10 月 3 日（日） 

 

【配信日程・番組名】 

・10 月 1 日（金）17：00～17：50 「Happinet GAME SHOWCASE in TGS2021 1st STAGE」 

配信 URL https://www.youtube.com/watch?v=fEh1DISISNc 

 

・10 月 2 日（土）10：00～11：50 「Happinet GAME SHOWCASE in TGS2021 2nd STAGE」 

 配信 URL https://www.youtube.com/watch?v=DE6fyf14C3Y 

  

 

【開催場所】幕張メッセ 

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬 2-1 

 

【主催】一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA） 

【共催】株式会社 日経 BP、株式会社 電通 

 

【関連リンク】 

TOKYO GAME SHOW 2021 ONLINE 公式 https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2021/ 

 

ハピネット TGS2021 特設サイト https://happinet-tgs.com/ 

 

ハピネット GAME/GOODS 公式 Twitter https://twitter.com/Happinet_VG 
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