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横浜市文化観光局コンベンション振興課
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会

横浜市と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）は、コンピュータエンタ
ーテインメント開発者が集う日本最大の国際会議「コンピュータ エンターテインメント デベロッパ
ーズ カンファレンス 2013（CEDEC2013）」の関連イベントとして、次世代のゲーム業界を担うクリ
エイター輩出を目的とした、次世代育成事業「CEDEC2013×クリエイター育成横浜キャンプ」を実
施します。本事業の対象は、横浜市内在住、在学の高校生・大学生・専門学校生です。
この度、育成キャンプの参加者を募集します。参加費は無料です。
参加者は 8 月 21 日（水）から 23 日（金）にパシフィコ横浜で開催される CEDEC2013 に合わせ、
ゲームクリエイターによる講演と、ゲームデザインのワークショップを体験することができます。ま
た、CEDEC2013 への参加が可能となり、基調講演をはじめとするゲームクリエイターの講演を聴講
できる他、CEDEC に来場しているゲームクリエイターとの交流のチャンスもあります。
この 3 日間で、ゲーム業界を知り、アイデアを形にする“難しさ”
“楽しさ”、人に伝える“喜び”
を体験できます。
対

象

横浜市内在住、在学の高校生・大学生・専門学校生

30 名

申

込

横浜市イベント参加希望と明記し、氏名（ふりがな）、学校名、学年、住所、電話番号、E-mail
アドレスをご記入の上、FAX もしくは E-mail で申込先にお送り下さい。
※CEDEC2013「個人情報の取り扱いについて」の内容に同意の上お申し込みください。

申込先

CEDEC 事務局
・FAX：０３－３２６３－８６８７

・E-mail：info@cedec.jp

※応募者多数の場合には抽選により決定します

応募締切：2013 年 7 月 22 日（月）
（参加の可否は 7 月下旬にお知らせします。）
（裏面あり）

【CEDEC2013×クリエイター育成横浜キャンプ

開催概要】

[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

[共催]

横浜市

[開催日時]

2013年8月21日（水）から8月23日（金）まで

【3日間】

各日とも9：00から18：50まで（予定）
[会場]

パシフィコ横浜

会議センター

[対象]

横浜市内在住、在学の高校生・大学生・専門学校生

[参加費]

無料

[内容]

①講演テーマ

30 名

・コンピュータエンターテインメント業界とは
・ゲームの仕事、キャリアパス紹介

・ゲーム開発者による制作実例の解説

②ワークショップ
参加者は決められたテーマにそって、3 日間で自分のアイデアをゲームの企画書にま
とめ、最終日にはプレゼンテーションを行います。
CEDEC 運営のメンバーによるレビューを受けられる他、CEDEC 本体とも連動し、プ
ロのクリエイターが制作した企画との比較も可能です！
DAY1： アイデア発想、企画書の作成を体験する。
DAY2： 決められたテーマに沿って、企画書を作成する。
DAY3： プレゼンテーション＆レビュー
[応募締切]

2013 年 7 月 22 日（月）※参加の可否は 7 月下旬にお知らせします

※応募者多数の場合には抽選により参加者を決定します。
[問合せ] CEDEC 事務局

03-3263-8694(月～金 10:00～17:00/祝日を除く) E-mail：info@cedec.jp

【コンピュータ エンターテインメント デベロッパーズ カンファレンス（CEDEC）とは】
CEDEC はゲームを中心とするエンターテインメントコンテンツのクリエイター、研究者など約 5,000
人が参加する日本最大にして世界的なコンピュータエンターテインメント開発者カンファレンス(会
議)です。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)の主催、経済産業省、横浜市な
どの後援にて毎年開催され、1999 年の初開催から今年で 15 回目となります。
会期中は、クリエイターによる講演を中心に、パネルディスカッション、ワークショップ、展示会な
ど 200 以上のプログラムが行われ、プロの開発者向けに最新かつ最先端のゲーム開発の情報が発信さ
れています。これまで数多くのエンターテインメントクリエイターが講演しており、宮本茂氏(任天堂)、
堀井雄二氏(ゲームデザイナー)、桜井政博氏(ソラ)の他、アニメや映画などゲームと関連する産業から
の講演者もいます。2008 年からは、コンピュータエンターテインメント開発技術を表彰する「CEDEC
AWARDS」が設けられ、ゲーム開発技術や開発者の表彰を行っています。
【CEDEC2013 開催概要】
[会期]

2013 年 8 月 21 日（水）から 23 日（金）まで

[会場]

パシフィコ横浜

[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]

日経 BP 社

[後援]

経済産業省、横浜市ほか

[公式ウェブサイト]

会議センター（横浜市西区みなとみらい）

http://cedec.cesa.or.jp/
報道関係者様からのお問い合わせ先

○本件への全般について（応募・運営・取材申込・CEDEC 等）
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会

小林岳人

Tel 03-3591-1421

雨宮

Tel 045- 671-4233

○本市とのかかわりについて
横浜市文化観光局コンベンション振興課長

勝

求む！次世代のゲームクリエイター！

CEDEC2013×クリエイター育成横浜キャンプ

参加者募集！

日本最大のコンピュータエンターテインメント開発者カンファレンスCEDEC(セデック）
では、横浜市内在住・在学の
学生を対象に、次世代を担うクリエイター輩出を目的とする、
ゲームクリエイター育成キャンプを実施します。

参加者は8/21-23にパシフィコ横浜で開催されるCEDEC2013に合わせ、現場のゲームクリエイターによる講演と

ゲームデザインのワークショップを体験することができます。参加費は、
もちろん無料です。

※参加申込方法は裏面をご覧ください。

参加者募集！ 横浜市内在住、在学の高校生・大学生・専門学校生

30名

※応募者多数の場合は
抽選となります。

2013年8月21日（水）〜23日（金）〔3日間〕

参加費

会期：

時間： ：

9 00〜18：50

会場：パシフィコ横浜

無料

会議センター（横浜市西区みなとみらい）
※CEDEC2013と同一会場内にて実施

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

7 22日（月）

応募締切： 月

共催

横浜市

■企画概要
参加者は8/21-23にパシフィコ横浜で開催されるCEDEC2013に合わせ、現場のゲームクリエイターによる講演とゲームデザインのワークショップを
体験することができます。
またCEDEC2013への参加が可能となり、基調講演等のゲームクリエイターの講演を聴講できる他、CEDECに来場している

ゲームクリエイターとの交流のチャンスもあります。

日本最大の業界カンファレンス
「CEDEC(コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス)」
を主催する一般社団法人コンピュータエンター

テインメント協会内に設置されたCEDEC運営委員会が企画、運営を行います。
なおこの企画は、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会と
横浜市がコラボレーションして実施する、次世代育成事業です。

講演テーマ
・コンピュータエンターテインメント業界とは
・ゲームの仕事、
キャリアパス紹介
・ゲーム開発者による制作実例の解説
ワークショップ

参加者は決められたテーマにそって、3日間で自分のアイディアをゲームの企画書にまとめ、
最終日には各自プレゼンテーションを行っていただきます。

CEDEC運営のメンバーによるレビューを受けられる他、CEDEC本体とも連動し、

プロのクリエイターが制作した企画との比較も可能です！

DAY1: アイディア発想、企画書の作成を体験する。

DAY2: 決められたテーマに沿って、企画書を作成する。
DAY3: プレゼンテーション＆レビュー

この３日間で、
ゲーム業界を知り、
自分のアイディアを形にする
「難しさ」、
「楽しさ」、
人に伝える
「喜び」
を是非体験してください。

■コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス(CEDEC：セデック)とは
CEDECはゲームを中心とするエンターテインメントコンテンツのクリエイター、研究者など
約5,000人が参加する日本最大にして世界的なコンピュータエンターテインメント開発者

カンファレンス(会議)です。

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)の主催、経済産業省、横浜市

などの後援にて毎年開催され、1999年の初開催から今年で15回目となります。

会期中は、
クリエイターによる講演を中心に、
パネルディスカッション、
ワークショップ、
展示会

など200以上のプログラムが行われ、
プロの開発者向けに最新かつ最先端のゲーム開発の
情報が発信されています。

これまで数多くのエンターテインメントクリエイターが講演しており、宮本茂氏(任天堂)、

堀井雄二氏(ゲームデザイナー)、桜井政博氏(ソラ)の他、
アニメや映画などゲームと関連する産業からの講演者もいます。

2008年からは、
コンピュータエンターテインメント開発技術を表彰する
「CEDEC AWARDS」
が設けられ、
ゲーム開発技術や開発者の表彰を行っています。
■CEDEC運営委員会について

CEDECのセッション企画およびイベント運営はCEDEC運営委員会が行っています。
運営委員会はCESA技術委員をはじめとする、
コンピュータ
エンターテインメント開発のエキスパート約40名で構成されます。
メンバー 一覧（CEDECウェブサイト）
：http://cedec.cesa.or.jp/2013/board/

申込方法

横浜市イベント参加希望と明記し、氏名（ふりがな）、学校名、学年、住所、電話番号、E-mailアドレスをご記入の上、
FAXもしくはE-mail で申込先にお送り下さい。
※CEDEC2013
「個人情報の取り扱いについて」
の内容に同意の上お申し込みください。

申込先：CEDEC事務局
FAX

03-3263-8687

E-mail info@cedec.jp

※応募者多数の場合には抽選により参加者を決定します。
※参加の可否は7月下旬にお知らせします。

CEDEC2013「個人情報の取り扱いについて」
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会では、受講者からご登録いただきました個人情報の重要性を認識し、以下のとおり適切な保護に努めます。

●ご登録頂いた個人情報は受講票発送、各種ご連絡、次回開催のためのご案内を目的に個人情報を収集させていただいております。
●受講者の個人情報は、法令の規定による場合を除いて、受講者の同意を得ることなく、第三者に開示することはありません。
●受講者の個人情報を、厳重に保管・管理し、外部への漏洩防止やお客様の個人情報に対する不正行為による流出・破壊・改ざん等に関して、適切なセキュリティ対策を施し、保護します。
●利用目的の範囲内において、個人情報の秘密保持契約を締結した業務委託先に受講者の個人情報を預託する場合がございます。
●受講者が、個人情報の開示、訂正、削除、利用停止などを希望される場合には、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会内CEDEC事務局までご連絡いただければ、対応させていただきます。

CEDECウェブサイト：http://cedec.cesa.or.jp/

お問い合わせ先：CEDEC事務局

TEL:03-3263-8694（月〜金10:00〜17:00/祝日を除く） E-mail：info@cedec.jp

