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〈報道関係資料〉               2012 年 4 月 9 日 
 

投票は、「はがき」または「インターネット」で。 
 

『日本ゲーム大賞 2012 年間作品部門』 

4月 9日（月）より一般投票の受付を開始！ 

― 締切は、7月 20日（金） ― 

投票者の中から抽選で、「年間作品部門」発表授賞式にご招待するほか、 

旅行券や各種ゲーム機など豪華賞品をプレゼント 
 

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会 

 

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称：CESA、会長：和田 洋一、所在地：東京都港区）が

主催する「日本ゲーム大賞」（Japan Game Awards）では、2012 年度を代表するにふさわしい優れたコンピュ

ータエンターテインメントソフトウェア作品を選考し表彰する「日本ゲーム大賞 2012 年間作品部門」の一般投

票を、本日 4 月 9 日（月）より開始いたします。投票締切は、7 月 20 日（金）です。 

 

「日本ゲーム大賞 年間作品部門」の選考は、一般投票の後、「日本ゲーム

大賞選考委員会」による審査を経て、年間を代表するにふさわしい最高の総

合評価を得た作品として「大賞」を選定するほか、優秀賞・グローバル賞・ベ

ストセールス賞の各賞を決定いたします。 

 

対象となる 2012 年度の作品は、2011 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日までの間に日本国内でリリースさ

れた 1,391 作品以上にもおよぶタイトルの中から選考されます。また一般投票は、「はがき」もしくはパソコン

（※）などによる「インターネット」にて受付ております。 

※パソコン・スマートフォン・iPhone からの URL：http://awards.cesa.or.jp/ 

  携帯電話（3 キャリア対応）からの URL：http://awards.cesa.or.jp/m/ 

 

また、投票者の中から抽選で、20 万円の旅行券や各種ゲーム機、受賞作品のソフト、「東京ゲームショウ 

2012」入場券をプレゼントするほか、「東京ゲームショウ 2012」会場内イベントステージにて実施する「日本

ゲーム大賞 2012 経済産業大臣賞・年間作品部門 発表授賞式」（2012 年 9 月 20 日（木）16：00～17：30

（予定））にペアで 100 組（合計 200 名様分）をご招待いたします。 

 

日本を代表するクリエイターが一堂に会しての発表授賞式に、どうぞご期待ください。 

 

なお、投票の詳細については、「日本ゲーム大賞」公式サイトをご覧ください。 
  

URL：http://awards.cesa.or.jp/ 

http://awards.cesa.or.jp/
http://awards.cesa.or.jp/m/
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日本ゲーム大賞 2012 「年間作品部門」 投票要項 

 

対象作品： 2011 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日の間に日本国内でリリースされた全作品。 

 ※家庭用ゲーム機、携帯型ゲーム機、パソコン、携帯電話等、プラットフォームの種類は問いません。 

 

投票期間： 2012 年 4 月 9 日（月）～7 月 20 日（金） 

 

投票資格： 性別、年齢、国籍、所在地を問いません。 

 ※ただし、お一人様 1 回、1 作品の投票のみ有効となります。 

 

投票方法： ＜はがきによる投票＞ 

 〔1〕氏名 〔2〕性別 〔3〕年齢 〔4〕住所 〔5〕電話番号 〔6〕職業 

〔7〕メールアドレス（お持ちの場合） 〔8〕ソフト名 〔9〕ゲーム機 〔10〕投票理由 

 〔11〕希望される賞品のコース名 

 以上を記入し、以下宛先に郵送。 

 （送付先） 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町 22 office22 ビル 6 階 

    「日本ゲーム大賞 係」 

 

 ＜インターネットからの投票＞ 

 以下 URL にアクセスの上、必定事項を記入し送信。 

 ・パソコン、スマートフォン   http://awards.cesa.or.jp/ 

 ・携帯電話（3 キャリア対応） http://awards.cesa.or.jp/m/ 

 

賞  品： 投票者の中から抽選で、以下賞品をプレゼント。 

 A コース／ 「旅行券」（20 万円相当）：1 名様 

 B コース／ 「PlayStation®3」「PlayStation®Vita Wi-Fi モデル」「Wii®」 

   「ニンテンドー3DS™」「Xbox 360® 4GB+Kinect™」：各 1 台 計 5 名様 

 C コース／ 「日本ゲーム大賞 2012 年間作品部門」受賞ソフトもしくは関連グッズ：計 100 名様 

 D コース／ 「東京ゲームショウ 2012」入場券：100 組 200 名様 

   （一般公開日である 2012 年 9 月 22 日（土）・23 日（日）のいずれか 1 日の入場可能） 

 E コース／ 「日本ゲーム大賞 2012 経済産業大臣賞・年間作品部門 発表授賞式」特別ご招待 

   ：100 組 200 名様 

   （日時：2012 年 9 月 20 日（木）／場所：「東京ゲームショウ 2012」会場内イベントステージ） 
 
 

「ゲームデザイナーズ大賞」 本年も発表予定！ 
 

一昨年の実施開始より好評をいただいている「ゲームデザイナーズ大賞」

は、クリエイター自らが、斬新かつ革新的な作品を、プロの視点で選考、

表彰する賞です。本年も「年間作品部門」の授賞式で発表する予定です。 

 

本年の「ゲームデザイナーズ大賞」に関するその他の詳細については、

確定次第、改めてお知らせいたします。 

 

 

携帯電話 QR コード 

http://awards.cesa.or.jp/
http://awards.cesa.or.jp/m/
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＜ご参考情報＞ 

「日本ゲーム大賞 2011 年間作品部門」 

受賞作品一覧 
 

昨年は、一般の方から、12,779 票もの投票をいただき、その後の日本ゲーム大賞選考委員会の審査によっ

て、株式会社カプコンの「MONSTER HUNTER PORTABLE 3ｒｄ」が大賞を、「ゲームデザイナーズ大賞」で

は、5TH Cell Media, LLC.（日本国内での発売・販売元：株式会社コナミデジタルエンタテインメント）の「ヒラメ

キパズル マックスウェルの不思議なノート」が大賞を受賞しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※プラットフォーム： 

 PS3: PlayStation®3 / PSP: PSP®（PlayStation®Portable） / DS: ニンテンドーDS及びDS Lite、DSi、DSi LL /  

  XB360: Xbox 360® / PC: Windows® 

※タイトル名： カナ50音順 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞 タイトル
プラット
フォーム

社名

大賞 　MONSTER HUNTER PORTABLE 3rd PSP 　株式会社カプコン

ゲーム
デザイナーズ大賞

　ヒラメキパズル マックスウェルの不思議なノート DS
　5TH Cell Media, LLC.
　株式会社コナミデジタルエンタテインメント

　Wii Party Wii 　任天堂株式会社

　英雄伝説 零の軌跡 PSP 　日本ファルコム株式会社

　キャサリン PS3/XB360 　株式会社インデックス

　グランツーリスモ５ PS3 　株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント

　スーパーマリオギャラクシー２ Wii 　任天堂株式会社

　ゼノブレイド Wii 　任天堂株式会社

　ドンキーコング リターンズ Wii 　任天堂株式会社

　二ノ国 漆黒の魔導士 DS 　株式会社レベルファイブ

　ポケットモンスターブラック・ホワイト DS 　株式会社ポケモン

　METAL GEAR SOLID PEACE WALKER PSP 　株式会社コナミデジタルエンタテインメント

　MONSTER HUNTER PORTABLE 3rd PSP 　株式会社カプコン

特別賞 　レッド・デッド・リデンプション PS3/XB360 　ロックスター・ゲームス

ベストセールス賞 　ポケットモンスターブラック・ホワイト DS 　株式会社ポケモン

グローバル賞
日本作品部門

　ポケットモンスターハートゴールド・ソウルシルバー DS 　株式会社ポケモン

グローバル賞
海外作品部門

　コール オブ デューティ ブラックオプス
PS3/XB360

/PC
　Activision / Treyarch

優秀賞

「日本ゲーム大賞 2011 年間作品部門」 受賞者集合写真 
「日本ゲーム大賞 2011 ゲームデザイナーズ大賞」 

審査員長 桜井 政博より、受賞者へのトロフィー授与 
受賞者：株式会社コナミデジタルエンタテインメント 五十嵐 孝司 氏 

受賞作品：「ヒラメキパズル マックスウェルの不思議なノート」 


