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マカオの大型カジノ見本市「MGS2017」開幕！
ピクセルカンパニーズが「日本 IR ブース」から業界最新動向を世界へ発信

ピクセルカンパニーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉田弘明、以下 当社）
は、本日より 3 日間（11 月 14 日〜16 日）中華人民共和国マカオ特別行政区のヴェネチアンマカ
オ・コタイエキスポホールで開催される「MGS エンターテイメントショー2017～クリエイティビ
ティ＆イノベーション」
（以下「MGS」
）に面積約 315 ㎡の「日本 IR（統合型リゾート）ブース」
（ブース番号：AF19）を出展いたします。

MGS は、マカオのカジノに関連する企業等で構成される最大級の協会の一つであるマカオ娯楽設
備協会（MGEMA）
（※1）が主催し、国際見本市連盟（UFI）から「UFI 認定展示会」認証も獲得し
た大型国際ゲーミング(カジノ)見本市です。前回の出展者数は約 170、世界約 60 カ国・地域か
ら約 1 万 4000 人の来場者を数えました。

当社は、日本の IR 業界と世界のカジノ市場をつなぐ役割を担い、日本の IR 業界をサポートして
いきたいと考えており、今回、MGEMA より正式認証を受け、MGS 日本総代理事務局となりました。
日本 IR ブースの出展を通じ、日本国内の IR 事業を招致推進する自治体や事業者（企業）の取り
組みを世界最大規模のカジノ市場「マカオ」から世界へ発信する場とし、今後 IR 関連事業を誘
致、実現していく自治体と国内外の IR 関連事業者とのコンソーシアム組成にむけたマッチング

機会を提供するなど、日本 IR 関連の最新動向を世界へ向けて広くアピールいたします。

ブースにおいて、日本の IR の現状をマカオ市場へ紹介、IR 誘致を目指す長崎県、北海道、和歌
山県からの誘致推進活動紹介及び観光 PR 等の資料提供による展示、日本国内で IR 関連事業へ参
入している企業の事業紹介のほか、ブース内ステージにて MGEMA 会長ジェイ・チュン（Jay Chun）
氏、株式会社博報堂 IR/MICE 推進室担当部長栗田朗氏、IR 業界の専門家である IR に特化した政
治・経済メディア「カジノ IR ジャパン」を運営するキャピタル＆イノベーション株式会社代表
小池隆由氏、当社社長吉田弘明らによる世界カジノ情勢や日本版 IR の最新動向等に関するトー
クセッションを開催。また、スペシャルゲストとして中国語圏でも高い知名度と人気を誇る歌
手・女優の酒井法子さん、タレント・歌手のソンミさんにもご登場いただきます。また、来場者
に気軽に参加いただき、当社及び日本の IR への興味関心を高めていただけるよう工夫したミニ
ゲームなども用意しております。

なお、MGS 会場への入場にあたり、入口ゲートで登録し、入館証を発行（無料）いただく必要が
ございます。入場下限年齢は 21 歳以上となっております。日本 IR ブースで開催のイベントにつ
きましては無料でご観覧、ご参加いただくことができます。

日本 IR ブース併設ステージ・イベントスケジュール（予定）
＜11 月 14 日（火）＞
（１）14:00〜15:30 講演会「日本 IR の最新動向と市場規模について」
登壇者：株式会社博報堂 栗田 朗 氏、カジノ IR ジャパン 小池隆由 氏、
当社社長吉田弘明
＜11 月 15 日（水）＞
（２）14:00〜14:30 記者発表会
登壇者：酒井法子さん、ソンミさん、当社社長吉田弘明
（３）15:00〜15:30 トークショー
登壇者：MGEMA ジェイ・チュン会長、酒井法子さん、当社社長吉田弘明
※終了後、LT GAME 社ブースにて登壇者 2 名によるカジノマシン紹介
＜11 月 16 日（木）＞
（４）10:20〜10:50 講演会「日本 IR の最新動向と市場規模について」
登壇者：株式会社博報堂 栗田 朗 氏、カジノ IR ジャパン 小池隆由 氏
※こちらのみ見本市会場併設の「サミット」
（有料）で開催となります。

（５）14:00〜14:30 講演会「日本 IR の最新動向と市場規模について」
登壇者：株式会社博報堂 栗田 朗 氏、カジノ IR ジャパン 小池隆由 氏
※スケジュールは予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
※最新情報は Facebook ページ（https://www.facebook.com/events/1786338468332628/）にてご
案内いたします。

日本 IR ブース内イベント
（１）SNS プロモーション
Facebook イベントページで「参加」をクリックいただいた上、ご自身のタイムライン上にブー
スの写真をハッシュタグ「#pixelcz」を付けて投稿いただくことで、当社ロゴ入りノベルティグ
ッズをプレゼントいたします。また、11 月 14〜15 日の講演やトークショーイベント以外の時間
で、この 11 月 22 日にアルバム『ONE』のリリースで歌手としてメジャーデビューする「ソンミ」
と、当「日本 IR ブース」で一緒に撮った写真に「#pixelcz」を付けて Facebook に投稿いただく
と、その場でソンミさんがサインしてくれたポスターをプレゼントいたします。
（２）ガチャガチャラッキードロー
簡単なアンケートにご協力いただくと、日本ではお馴染みのカプセルトイ『ガチャガチャ』にチ
ャレンジできる専用コインをお渡しします。ガチャガチャには、様々な絵柄の日本伝統の木札ス
トラップが入っていて、出た木札をプレゼント。どんな絵柄になるかは、チャレンジしてのお楽
しみです。
※（１）及び（２）は上記ステージイベント開催時間以外に実施を予定しています。
※ノベルティグッズ、ポスター（ソンミ）及びガチャガチャは準備数に限りがあるため、なくな
り次第終了とさせていただきます。

このほか、当社と当社グループ会社である LT Game Japan 株式会社(以下「LTJ 社」)が LT Game
Limited 社(以下「LTG 社」)の展示ブース（ブース番号：AJ18）において新製品の発表を予定し
ております。

会場にお越しの際は、是非当社及び LTG 社ブースへお立ち寄りいただけますよう、よろしくお
願いいたします。

■本件に関するお問い合せ先
ピクセルカンパニーズ株式会社内 MGS 日本総代理事務局
TEL:03-6731-3410 FAX:03-6731-3411
E-Mail:pxc_kikaku@pixel-cz.co.jp

現地広報事務局
大航海時代新聞出版社有限公司 MGS 日本 IR ブース係
TEL:050-3396-8818（日本から）/+853-6273-0555（現地英語、中国語）
E-mail:info@macaushimbun.com

※1 MGEMA の会長を務める Jay Chun 氏は、香港株式市場に上場する Paradise Entertainment
Limited(※2)会長兼社長、LTG 社社長及び LTJ 社取締役を務めております。また、MGEMA の副
会長を務める木村 寿一氏は LTJ 社社長、LTG 社取締役を務めております。
※2 PE 社は、LTG 社や LT Macau Limited 等複数の子会社を有するホールディングスカンパニ
ーであります。LTG 社はライブ・マルチ・ゲーミング・システム(LMG システム)に強みを持つ、
マカオのカジノ用ゲーミングマシン及び部品メーカーであります。LT Macau Limited は、マカ
オのカジノ経営ライセンスを有し、香港株式市場に上場する SJM Holdings Limited と提携して、
マカオ半島の中心区でカムペックパラダイスカジノ、ランカイフォンカジノ、マカオジョッキー
クラブカジノ等の運営を行っております。

＜写真資料＞

酒井法子さん

ソンミさん

高解像度写真は下記 URL よりダウンロードいただけます。
https://www.dropbox.com/s/gxky70j7tubjm0m/photo_pixelcz.zip?dl=0

■MGS 開催概要

名称 ：MGS エンターテイメントショー2017～クリエイティビティ＆イノベーション
開催日：2017 年 11 月 14 日（火）～11 月 16 日（木）
10:00〜18:00（最終日〜17:00）
会場 ：The Venetian-Macao-Resort-Hotel CotaiExpo Hall A&B
主催 ：Macau Gaming Equipment Manufacturers Association(MGEMA)
MGS エンターテイメントショー公式ホームページ
http://www.macaogamingshow.com/

■ピクセルカンパニーズ株式会社 概要
企業名 :ピクセルカンパニーズ株式会社(JASDAQ コード:2743)
代表者 :代表取締役社長 吉田 弘明
所在地 :東京都港区六本木六丁目 7 番 6 号 六本木アネックス 7 階
設立 :1986 年 10 月 6 日
事業内容:グループの経営方針・戦略策定及び経営管理
ホームページ: http://pixel-cz.co.jp

以上

