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一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会 
 

投票された方から抽選で最新のゲーム機など豪華賞品があたる⁉ 
 
 

「日本ゲーム大賞 2021 年間作品部門」 
一般投票の受付を開始！  

投票期間：4月 19日(月)～7月 23日(金) 
 

投票はスマートフォン・PC から随時応募できます（ http://awards.cesa.or.jp/ ） 
 

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（会長：早川英樹、所在地：東京都新宿区西新宿、略称：

CESA）では、その年を代表するにふさわしい、No.1 ゲームタイトルを選考・表彰する『日本ゲーム大賞 2021 年間

作品部門』の一般投票を本日、4 月 19 日（月）より受付を開始します。 

投票の締切は 7 月 23 日（金）、投票方法は、PC・スマートフォン( http://awards.cesa.or.jp/ )または、はが

きでも投票できます。 

 

対象になる作品は、2020 年 4 月 1 日（水）から 2021 年 3 月 31 日（水）までの間に、日本国内でリリー

スされたものとなり、2021 年度の No.1 ゲームタイトルを選出します。 
 
 

投票された方から抽選で最新のゲーム機や受賞クリエイターのサイン色紙など、豪華賞品が当たります！ 

（A コース賞品） 

 

 

 

 
 
   

今回、投票された方の中から抽選で、「PlayStation®5」、「Nintendo Switch™」、「Xbox Series X」などの各

種ゲーム機から今年の「年間作品部門」受賞クリエイターのサイン色紙などをプレゼントします。 

(賞品の詳細は次頁をご参照ください。) 
 

投票方法などの詳細については、「日本ゲーム大賞」公式サイトでもご覧になれます。 

URL：http://awards.cesa.or.jp/    
 

「日本ゲーム大賞 年間作品部門」は、各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・表彰する賞です。   

年間作品部門は一般投票のあと、日本ゲーム大賞選考委員会による審査を経て、

『大賞』と『優秀賞』（該当数）のほか、海外市場において高い評価を得た『グローバル

賞』（国内/海外企業から 1 作品ずつ）、対象期間中に日本国内で最多販売本数を

記録した『ベストセールス賞』（1 作品）の各賞を決定する予定です。 

 

年間を代表するにふさわしいゲームタイトルを決定する「年間作品部門」への皆様からの投票をお待ちしております。 
 

© Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice. 

PlayStation®5                 Nintendo Switch™               Xbox Series X 
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「日本ゲーム大賞 2021 年間作品部門」  

投票要項 
 

 

対象作品： 2020 年 4 月 1 日（水）から 2021 年 3 月 31 日（水）の間に日本国内でリリースされた 

コンピュータエンターテインメントソフトウェア全作品。 

 ※家庭用ゲーム機、携帯型ゲーム機、パソコン、スマートフォン等、プラットフォームの種類は問いません。 

 

投票期間： 2021 年 4 月 19 日（月）から 7 月 23 日（金）まで 

 

投票資格： 性別、年齢、国籍、所在地、ゲームの経験および所有の有無を問いません。 

 ※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： ＜Web での投票＞ 

 URL：http://awards.cesa.or.jp/ 

スマートフォンまたは PC からアクセスの上、必要事項だけを入力し、 

送信してください。 

 

＜はがきでの投票＞ 

 〔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。 

  〒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」 

 

賞   品： 投票者の中から抽選で、以下賞品をプレゼントします。 

A コース／ 「PlayStation®5」：3 名様 

「Nintendo SwitchTM」：5 名様 

「Xbox Series X」：3 名様 

（※ゲーム機本体のカラーはお選びいただけません。） 

 

B コース／ 「App Store & iTunes ギフトカード」「Google Play ギフトカード」各 1 万円分：計 20 名様 

 

C コース／ 「日本ゲーム大賞 2021 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／ 「日本ゲーム大賞 2021 年間作品部門」受賞クリエイターのサイン色紙：受賞作品数分 

（※クリエイターの選択は出来ません。） 
 

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

※賞品のお届けは、日本国内に限らせていただきます。 

 

 

 

 

「日本ゲーム大賞」公式サイト 

QR コード 
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＜参考資料＞ 
 

【日本ゲーム大賞 2020 年間作品部門 受賞作品一覧】 
 

【大賞】 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

昨年の日本ゲーム大賞発表授賞式の模様をアーカイブでご覧いただけます。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

※「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS4」、「PS5」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。 

※優秀賞は、タイトルのかな 50 音順   ※プラットフォーム名称：PS4: PlayStation®4 / PC: Windows® 

https://www.youtube.com/watch?v=RNH7pcen5kQ     https://www.youtube.com/watch?v=o5UlOtnSeJs  

【DAY1】 経済産業大臣賞、グローバル賞、ベストセールス賞、 

特別賞、ゲームデザイナーズ大賞 
【DAY2】  優秀賞・大賞 

 受賞  タイトル  社名 プラットフォーム

大賞 あつまれ　どうぶつの森 任天堂株式会社 Nintendo SwitchTM

あつまれ　どうぶつの森 任天堂株式会社 Nintendo SwitchTM

十三機兵防衛圏 株式会社アトラス PS4

DEATH STRANDING 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント PS4 / PC

仁王２ 株式会社コーエーテクモゲームス PS4

ファイアーエムブレム 風花雪月 任天堂株式会社 Nintendo SwitchTM

ペルソナ５ ザ・ロイヤル 株式会社アトラス PS4

ポケットモンスター ソード・シールド 株式会社ポケモン Nintendo SwitchTM

モンスターハンターワールド：アイスボーン 株式会社カプコン PS4 / Xbox One / PC

龍が如く７　光と闇の行方 株式会社セガ PS4

リングフィット アドベンチャー 任天堂株式会社 Nintendo Switch
TM

特別賞 ドラゴンクエストウォーク 株式会社スクウェア・エニックス iOS / AndroidTMOS

ベストセールス賞 ポケットモンスター ソード・シールド 株式会社ポケモン Nintendo Switch
TM

グローバル賞

日本作品部門
ポケットモンスター ソード・シールド 株式会社ポケモン Nintendo SwitchTM

グローバル賞

海外作品部門
コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア ACTIVISION / Infinity Ward PS4 / Xbox One / PC

優秀賞

mailto:awards@cesa.or.jp
https://www.youtube.com/watch?v=RNH7pcen5kQ
https://www.youtube.com/watch?v=o5UlOtnSeJs

