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1.概要 

ベンキュージャパン株式会社（本拠点：台湾、日本法人：東京都港区 以下：BenQ）は、2018年9月20日（木）から 

9月23日（日）まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2018」にて、幅広いジャンルで繰り広げられるe-Sports競技 

「e-Sports X（イースポーツクロス）」の公式スポンサーとして、計6大会のゲーミングモニターをサポートします。 

 *BLUE STAGEおよびRED STAGEの2つの特設ステージにて開催されます。  

 

BenQは、ZOWIEシリーズを中心にプロゲーマー目線からみた最高のゲーミングモニターとデバイスを開発し、e-Sports活動

に励むプレイヤーの夢と希望に応えていくことに使命感を持って日々品質の向上に取り組んでおり、世界中で数多くの大会サ

ポートを継続的に行っております。今回の「東京ゲームショウ2018」におきましては、過去最大規模となる出店社数・出展小間

数となり、BenQが推進するe-Sports活動におきましても重要なイベントのひとつであり、公式スポンサーとして日本のe-Sports

の発展に大きく貢献できることを続けていきます。  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■「東京ゲームショウ2018」公式サイト： https://expo.nikkeibp.co.jp/tgs/2018/ 

 *「e-Sports X」会場はホール11となっています。観戦方法など詳細は上記をご確認ください。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

「東京ゲームショウ2018」開催中には、e-Sportsの熱気を是非BenQ ゲーミングモニター、ZOWIEシリーズ製品と 

とともにご体感ください。 
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「東京ゲームショウ2018 『e-Sports X』」で開催される大会及び対戦に使用するゲーミングモニターの一例を下記にてご紹介

します。 

 

■コンソールゲームタイトル向け： EL2870U 

・競技内容： 9 月 20 日（木）14:30-16:00 RED STAGE 「FIFA 18」 

日本―オランダ e スポーツ国際親善マッチ 

浦和レッドダイヤモンズ vs.フェイエノールト・ロッテルダム 

    9 月 22 日（土）10:30-13:00  BLUE STAGE 「フォートナイト」 

FORTNITE エキシビションマッチ in TGS2018（仮） 

    9 月 23 日（日）14:30-17:30 RED STAGE 「ウイニングイレブン 2019」PS4 pro 部門 

ウイニングイレブン 2019 オンライン CO-OP トーナメント（仮） 

・製品特徴：  4K 高解像度と HDR を備えた EL2870U は驚くほど鮮明な映像と共に、わずか 1ms の高速応答を実

現させ、究極のゲーム体験をもたらします。また、BenQ 独自のブライトネスインテリジェンスプ

ラス（B.I.+）テクノロジーを搭載し、周りの照明に合わせて明るさと色温度を自動調整することで、

心地よいゲーム環境を確保します。きれいなビジュアルと速いレスポンスが求められるゲームに最

適なゲーミングモニターとなっています。 

 

・「EL2870U製品情報」： http://www.benq.co.jp/product/monitor/el2870u 

 

 

 

■コンソールゲームタイトル向け： ZOWIE RL2460 

・競技内容：   9 月 22 日（土）16:30-19:00 BLUE STAGE 「ドラゴンボール ファイターズ」 

                  ドラゴンボール ファイターズ 日本一武道会 

9 月 23 日（日）11:00-14:00 BLUE STAGE 「鉄拳７」 

                  鉄拳プロチャンピオンシップ 日本代表決定戦 Day2 

               14:00-18:00 BLUE STAGE 「ストリートファイターＶ アーケードエディション」 

                  CAPCOM Pro Tour ジャパンプレミア 

・製品特徴：   RLシリーズは、コンソールゲーム機での快適なプレーのために設計され、数々の世界大会の公式 

ディスプレイに採用されるとともに、世界中のプレイヤーにより支持されています。1ms高速応答速度、 

Black eQualizerでの視認性の向上、格闘モードといったゲームに最適化されたゲームモードの搭載 

を実現し、HDMI(out)端子による完全同期機能や目に優しいフリッカーフリー技術などを兼ね備えた 

ゲーミングモニターとなっています。 

 

・「RL2460製品情報」： http://www.benq.co.jp/product/gaminggears/rl2460 
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■PCゲームタイトル向け：ZOWIE XL2546 

・競技内容：  9 月 23 日（日）14:30-17:30 RED STAGE 「ウイニングイレブン 2019」PC 部門 

ウイニングイレブン 2019 オンライン CO-OP トーナメント（仮） 

・製品特徴：   対戦中の激しい動作において残像を低減し、明瞭さを提供するBenQ ZOWIE独自の技術 

「DyAc™(Dynamic Accuracy)」を搭載し、さらにネイティブ240Hzを提供することで最高の滑らかさと 

明瞭さを体感いただけます。Black eQualizerカラーエンジン技術を採用することで、ゲーム中の見え 

にくい暗所、過度に明るい範囲の輪郭を明確にし、隠れている敵や障害物を素早く見分けることが 

できるようになります。さらに、色の鮮明さを調整する(Color Vibrance)機能を搭載し、敵を見やすい 

状態にすることができます。数値を調整することで、より立体的になり、敵が見やすくなったり照準が 

合わせやすくなったり、背景の色などくっきり、はっきり鮮明なカラー表示をすることが可能と 

なっています。 

 

・「XL2546製品情報」： http://www.benq.co.jp/product/gaminggears/xl2546 

 

 

上記のBenQゲーミングモニター（ZOWIEシリーズ含め）は、下記の販売店にて購入可能となります。（五十音順） 

日本全国のショップで販売しておりますので、この機会にぜひ店舗、あるいは販売店サイトにお立ち寄りください。 

*取扱商品の情報（セールや在庫、取扱い有無など）は販売店によって随時更新されております。また、商品によっては売り切れ等の可能性がありますので 

詳細は販売店にお問合せください。 

 

 

■アプライド 

(店舗)http://times.applied-net.jp/shop_list/ 

(Web通販)https://shop.applied-net.co.jp/ 

 
 

■Amazon 

(Web通販)https://www.amazon.co.jp/ 

 

 

■NTT-X Store 

(Web通販) https://nttxstore.jp/ 
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■イートレンド 

(Web通販)https://www.e-trend.co.jp/ 

 

 

■上新電機株式会社 

(Web通販) https://joshinweb.jp/peripheral/46830.html  

 

 

■TSUKUMO 

(店舗)https://tenpo.tsukumo.co.jp/ 

(Web通販)https://shop.tsukumo.co.jp/ 

 

■ドスパラ 

(店舗)https://www.dospara.co.jp/5info/cts_shop 

(Web通販)https://www.dospara.co.jp/ 

 
■ユニットコム 

(店舗)https://www.pc-koubou.co.jp/shop/contents/map/shopmap.php  

(Web通販) https://www.pc-koubou.jp/goods/benq.php 

 

 
 

■ムラウチドットコム 

(Web通販)https://www.murauchi.com 

 

 

■ZOA 

(店舗)https://www.zoa.co.jp/store/ 

(Web通販)https://www.e-zoa.com/index.htm 
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■BenQについて 
 

BenQ Corporation は、コンピューティング（パソコン関連事業）、コミュニケーションズ（通信事業）、コンシューマーエレクトロ

ニクス（家電事業）、という世界マーケットをターゲットとする3C事業のほかに、BenQの強みであるクリスタルTFT技術とクー

ルブランドを合わせた5C戦略を推進しています。 

 

ベンキュージャパン株式会社（本社：東京都港区）は、BenQ Corporationの日本現地法人です。

日本においては、アイケアテクノロジーを搭載した豊富なラインナップの液晶ディスプレイと、DLP 

プロジェクター販売台数世界No.1のプロジェクターを中心に、お客様のハイクオリティライフ 

スタイルを実現できるような商品を常に提案しております。 

 
 

■ ZOWIEについて 

ZOWIEは、ゲームプレイヤーのパフォーマンスと楽しさを真に高める、最上級の 

プロ向けゲーミング製品を展開する、BenQの製品ブランドとなります。2008年の設立

以来、プロのプレイヤーと密接に協力し、競争力の高いゲーミング製品の開発に専心

してきました。試合に参戦するゲーマーが最高の結果を達成するために、プレイヤー

個人の好みに合わせたさまざまな製品を開発し、eSportsを愛するゲーマーのプレイパフォーマンスの改善を図っています。

今後も『ZOWIE a brand by BenQ』として、eSports向け製品の開発に全力を注いでまいります。 

 

本件に関するお問い合わせは下記までお願い致します。 

 

 

■ お客様お問合せ先 
ベンキュー ジャパン  テクニカルサポートセンター  0570-015-533 

月曜から金曜  9：30～18：00 土日祝日・BenQ指定日を除く 

e-mail お問合せ http://bcc.benq.com/BCCFRONTUI/process/newcase.aspx 

 

■ 報道関係者お問合せ先 
ベンキュー ジャパン株式会社 プロダクト＆マーケティング部 碓井（うすい）・趙（ちょう） 

TEL：03-3455-8821  FAX：03-3455-8819 

E-mail： Icy.Zhao@BenQ.com 

 
ZOWIE ウェブサイト：https://zowie.benq.com/ja/index.html 

ベンキュージャパン株式会社 ウェブサイト ：http://www.BenQ.co.jp 

ベンキューグループ ウェブサイト        ：http://www.BenQ.com 

 

※2017 年度 DLP プロジェクター 

グローバル販売台数/メーカーシェア No.1 

Futuresource 調べ 

http://bcc.benq.com/BCCFRONTUI/process/newcase.aspx
https://zowie.benq.com/ja/index.html
http://www.benq.co.jp/
http://www.benq.com/

