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一般展示/General Area
アクワイア 忍道 戒 PS2 アクション \7,140 2005年11月
AKELLA　［ロシア］ Captain Blood Xbox,PC アクション $50 2006年7月

Swashbucklers PS2,PC アクション $50 2006年1月
アスク 会場でチェック！
アタリ ジャパン マトリックス：パス・オブ・ネオ PS2 アクション \7,140

ファーレンハイト PS2 アドベンチャー \7,140 2005年12月
マーク・エコー ゲッティング・アップ：コンテンツ・アンダー・プレッシャー PS2 アクション \7,140 2006年初頭
テストドライブ：アンリミテッド Xbox360 レーシング 未定 2006年春 対応
スタントマン PS2 その他 \7,140 2005年9月1日

アトラス デビルサマナー 葛葉ライドウ（仮題） PS2 ロールプレイング 未定 今冬
真・女神転生デビルサマナー PSP ロールプレイング 未定 未定
プリンセスクラウン PSP ロールプレイング \5,040
くにおくん熱血コレクション２ GBA アクション \5,040 2005年秋
みらくる！ぱんぞう GBA アクション \3,990
Risk Your Life Part 2 PC ロールプレイング 未定 ｵｰﾌﾟﾝβﾃｽﾄ開催中 対応

ESEL INTERNATIONAL COMPANY LIMITED　［香港］ リッジレーサー Ｖ PS2 レーシング
パワースマッシュ ２ PS2 スポーツ

イマージン コーポレーション 会場でチェック！
インターネットラジオ 音泉 インターネットラジオ「音泉」配信コンテンツ
ウィンブルジャパン 家庭用体感音響チェアー \68,000

家庭用体感音響クッション \32,000
ATIテクノロジーズジャパン ダンジョン・シージ２ PC ロールプレイング \9,240 2005年9月9日

A列車で行こう７ PC シミュレーション \9,975 発売中
スプリンターセル カオスセオリー PC シューティング 未定 未定 対応
鬼武者3 PC PC アクション 未定 未定
ブラザー イン アームズ ロード トゥ ヒル サーティー PC シューティング 未定 未定 対応
F.E.A.R. PC シューティング 未定 未定
バトルフィールド２ PC シューティング オープン 発売中 対応

エキサイト アルティメット学園「乱」～異世界の記憶を探せ！～ PC ロールプレイング 対応
XTREME LTD　［香港］ 会場でチェック！
SNKプレイモア ネオジオ バトルコロシアム PS2 アクション 未定 今冬 対応

餓狼　MARK OF THE WOLVES PS2 アクション \3,990 発売中 対応
幕末浪漫 月華の剣士 1・2 PS2 アクション \3,990 2005年11月 対応
ザ･キング・オブ・ファイターズ オロチ編 PS2 アクション 未定 2006年 対応
ザ･キング・オブ・ファイターズ ネオウェイブ PS2 アクション \7,140 発売中 対応
ティンクルスタースプライツ ～La Petite Princesse～ PS2 その他 \6,090 発売中 対応
KOF マキシマムインパクト 2 PS2 アクション 未定 来春 対応
KOF マキシマムインパクト マニアックス Xbox アクション \5,040 発売中 対応
ザ・キング・オブ・ファイターズ 2003 Xbox アクション \5,040 発売中 対応
メタルスラッグ ５ Xbox シューティング \5,040 発売中 対応
FOMA90ｘシリーズ専用「KOF-MOBILE-」 モバイル アクション 30Pt 配信中
FOMA90ｘシリーズ専用「KOF-Volleyball-」 モバイル スポーツ 10Pt 配信中
FOMA90ｘシリーズ専用「NEOGEO TENNIS COLISEUM」 モバイル スポーツ 20Pt
FOMA90ｘシリーズ専用「サムライスピリッツ～魔界輪廻記～」 モバイル アクション 20Pt 配信中
FOMA90ｘシリーズ専用「メタルスラッグ」 モバイル シューティング 20Pt 配信中
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FOMA90ｘシリーズ専用「龍娘(ドラゴンギャル)」 モバイル シミュレーション 20Pt 配信中
Vodafone機専用「メタルスラッグSTG」 モバイル シューティング \315 配信中
Vodafone機専用「怒」 モバイル アクション \315 配信中
Vodafone機専用「ステークスウィナー」 モバイル アクション \315 配信中
au:BREW機専用「KOF-Volleyball-」 モバイル スポーツ \210 今秋
au:BREW機専用「クイズ大捜査線」 モバイル その他 \210 今秋
au:BREW機専用「サムライスピリッツ～魔界輪廻記～」 モバイル アクション \210 今秋
au:BREW機専用「メタルスラッグ」 モバイル シューティング \210 今秋
au:JAVA機専用「ジョイジョイキッド」 モバイル パズル \210 配信中
au:JAVA機専用「メタルスラッグ」 モバイル シューティング \210 配信中

NTTドコモ 会場でチェック！
エンターブレイン 会場でチェック！
カプコン biohazard4 PS2 サバイバルホラー 未定 2005年末

大神 PS2 ネイチャーアドベンチャー 未定 2006年春
モンスターハンター２ PS2 ハンティングアクション 未定 未定 対応
新 鬼武者 PS2 戦国サバイバルアクション 未定 未定
GOD OF WAR PS2 アクション \7,140
サイオプス PS2 超能力ｱｸｼｮﾝ \7,140
CALL OF DUTY PS2､Xbox WWⅡ FPS \7,140
BEAT DOWN PS2､Xbox アウトロー・リベンジ・アクション \7,140 2005年11月2日
モンスターハンターポータブル PSP ハンティングアクション 未定 2005年
イレギュラーハンターＸ PSP アクション 未定 2005年冬
ロックマンロックマン PSP アクション 未定 未定
ストリートファイターZERO3↑↑（ダブルアッパー） PSP 対戦格闘 未定 未定
極魔界村 PSP アクション 未定 未定

ガンホー・オンライン・エンターテイメント エミル・クロニクル・オンライン PC ロールプレイング 未定 2005年8月10日より第二次βﾃｽﾄ開始 対応
ヨーグルティング PC ロールプレイング 未定 2005年9月12日よりオープンβｻｰﾋﾞｽ開始 対応
ラグナロクオンライン PC ロールプレイング \1,500/30日 配信中 対応
A3（エースリー） PC ロールプレイング \2,000/30日 配信中 対応
ポトリス2 PC シューティング \300/30日 配信中 対応

サバイバルプロジェクト PC アクション
無料ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施中
(一部ｱｲﾃﾑ課金有）

配信中 対応

TANTRA（タントラ） PC ロールプレイング 無料（一部ｱｲﾃﾑ課金有） 配信中 対応
クライマックス ダンジョン育成ＲＰＧ PSP ロールプレイング 未定 2005年冬 対応

アクションＲＰＧ PSP ｱｸｼｮﾝRPG 未定 2006年春
GRAVITY Co., Ltd.　［韓国］ ラグナロクオンライン2 PC ロールプレイング 未定 未定 対応

レクイエム PC ロールプレイング 未定 未定 対応
スタイリア PC その他 未定 未定 対応
ラグナロク タクティックス モバイル WIPI シミュレーション 未定 未定
ラグナロク2モバイル エピソード1 フェライン WIPI ロールプレイング 未定 未定

クリーク・アンド・リバー社 会場でチェック！
クレスト ライダー PC シミュレーション 無料 配布中

KDDI モンスターハンター２
ドス

（dos) PS2 アクション 未定 未定 対応

ネオジオ バトルコロシアム PS2 アクション 未定 今冬 対応
餓狼　MARK OF THE WOLVES PS2 アクション \3,990 発売中 対応
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幕末浪漫 月華の剣士 1・2 PS2 アクション \3,990 2005年11月 対応
ザ・キング・オブ・ファイターズ ネオウェイブ PS2 アクション \7,140 発売中 対応
ティンクルスタースプライツ ～La Petite Princesse～ PS2 その他 \6,090 発売中 対応

ゲームインフィニティ～G★ ［韓国］ 会場でチェック！
(game)land　［ロシア］ 会場でチェック！
ゲオ・ビービー 会場でチェック！
元気 必殺裏稼業 PS2 その他 \7,140

戦神-いくさがみ- PS2 アクション \7,140
大戦略ポータブル PSP シミュレーション 未定 2005年冬

コアカラーズ タグふれんず Web その他
登録無料（一部ｱｲﾃﾑが
有料\100～500程度）

2005年9月5日
（有料ｱｲﾃﾑは、９月発売予定）

対応

コーエー 真・三國無双４ 猛将伝 PS2 アクション \4,494 2005年9月15日
遙かなる時空の中で３ 十六夜記 PS2 アドベンチャー \5,040 2005年9月22日
WINBACK ２ Project Poseidon PS2 アクション 未定 未定
三國志DS DS シミュレーション \5,040 2005年9月29日
信長の野望 Online ～飛龍の章～ PS2,PC ロールプレイング \7,140 発売中 対応

大航海時代 Online PC ロールプレイング
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ無料

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ販売\2,604
発売中 対応

真・三國無双４ Special(仮称) Xbox 360 アクション 未定 今冬 未定
仁王 PS3 アクション 未定 2006年夏 未定
真・三國無双DS DS アクション 未定 未定 未定
Fatal Inertia PS3 アクション 未定 2006年春 未定
麻雀大会（仮） PS3 テーブル 未定 未定 未定
ジーワン ジョッキー ４ PS2 アクション \7,140 未定
信長の野望･革新 PS2 シミュレーション 未定 2006年春 未定
戦国無双 PSP アクション 未定 2005年12月 未定
金色のコルダ PSP シミュレーション \5,040
ウイニングポスト（仮） PSP シミュレーション 未定 2006年春 未定
Mobile真・三國無双 モバイル アクション 未定 今冬 未定
Mobile太閤立志伝 モバイル シミュレーション \315/月 今冬
Mobile大航海時代 モバイル シミュレーション \315/月 配信中

コナミ METAL GEAR SOLID 4（仮） PS3 未定 未定 未定
Rumble Roses XX(仮） X360 プロレス 未定 未定 対応
プロ野球スピリッツ(仮） X360 スポーツ 未定 未定 対応
METAL GEAR SOLID 3 SUBSISTENCE PS2 戦略諜報ｱｸｼｮﾝ 未定 2005年冬 対応
METAL GEAR ACID２ PSP ﾀｸﾃｨｶﾙｶｰﾄﾞｹﾞｰﾑ 未定 2005年冬
幻想水滸伝 Ⅴ PS2 RPG 未定 未定
ラプソディア PS2 S・RPG \7,329
幻想水滸伝1&2 PSP RPG 未定 未定
ワールドサッカーウイニングイレブン9 PS2 スポーツ \7,329
Jリーグウイニングイレブン9アジアチャンピオンシップ PS2 スポーツ \7,329
ワールドサッカーウイニングイレブン９ユビキタスエヴォリューション PSP スポーツ \5,229
パワプロクンポケット8 DS 野球バラエティ \5,229
実況パワフルプロ野球ポータブル(仮） PSP スポーツ 未定 未定
beatmaniaⅡDX 10th style PS2 DJｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ \7,329
pop'n music12 いろは PS2 音楽ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ \7,329 2006年春
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Dance Dance Revolution Strike PS2 音楽ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ \6,279 2006年春
GuitarFreaksV&DrumManiaV(仮) PS2 ｷﾞﾀｰ&ﾄﾞﾗﾑｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 未定 2006年春
悪魔城ドラキュラ-闇の呪印- PS2 ｱｸｼｮﾝ \7,329
悪魔城ドラキュラ-蒼月の十字架- DS ｱｸｼｮﾝ \5,229
TAO～魔物の塔と魔法の卵（仮） DS ﾀﾞﾝｼﾞｮﾝRPG 未定 今冬
S.L.A.I.～STEEL LANCER ARENA INTERNATIONAL～ PS2 マルチメディアメックシューター \7,329 対応
マイネリーベⅡ～誇りと正義と愛～ PS2 未定 未定 未定
レーシングゲーム注意！！ PS2 注意ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ \5,229
アニマル横町 ～どき☆どき救出大作戦！の巻～ GBA はら☆はら冒険ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 未定
新・ボクらの太陽～逆襲のサバタ～ GBA 太陽ｱｸｼｮﾝRPG \5,229
アイアン・フェザー DS ｱｸｼｮﾝRPG 未定 2005年冬
コロッケ！DS天空の勇者たち DS ﾀｸﾃｨｸｽｱｸｼｮﾝRPG 未定 未定
メルヘヴン アームファイトドリーム PS2 ３Ｄ ÄRM　対戦格闘 \7,329
わがまま☆フェアリー ミルモでポン！ドキドキメモリアルパニック GBA ﾑｰﾋﾞｰｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ \5,040
メルヘヴン～ノッキンオンヘヴンズドア～ GBA ÄRMｱｸｼｮﾝRPG \5,040 発売中
イース -ナピシュテムの匣- PSP ｱｸｼｮﾝﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ \5,040 今冬
ときめきメモリアルONLINE PC 学園ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｹﾞｰﾑ 未定 2005年 対応
QUIZ MAGIC ACADEMY モバイル クイズ \315/月+ｹﾞｰﾑｸﾚｼﾞｯﾄ課金（3ｹﾞｰﾑ105円） 対応

サンワサプライ FPSバトルスティック PS2､PC \3,654 対応
ジーデックス 格闘ゲームシミュレーター「ボディパッド」 \7,980
スキャンソフト 会場でチェック！

スクウェア・エニックス フロントミッション オンライン PS2,PC
ﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾀｸﾃｨｶﾙ･

ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ･ｱｸｼｮﾝ
PS2：\7,140
PC：未定

PS2：発売中
PC：未定

対応

キングダム ハーツII PS2 ロールプレイング 未定 今冬
ダージュ オブ ケルベロス -ファイナルファンタジーVII- PS2 ｶﾞﾝｱｸｼｮﾝRPG 未定 未定 対応
コード・エイジ コマンダーズ ～継ぐ者 継がれる者～ PS2 ﾊﾞﾄﾙｱｸｼｮﾝRPG \7,140 2005年10月13日
スライムもりもりドラゴンクエスト2 大戦車としっぽ団 DS ｱｸｼｮﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 未定 未定
コード・エイジ ブロウルズ ～二つの鼓動～ 携帯電話 3DｵﾝﾗｲﾝRPG 未定 2005年 対応
フロントミッション2089 携帯電話 ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｼﾐｭﾚｰｼｮﾝRPG \525/月 サービス中

セガ ギルティギア イグゼクス ＃RELOAD PSP アクション \3,990
赤ちゃんはどこからくるの？ DS その他 \5,040
ＲＦ online（アールエフ・オンライン） PC ロールプレイング 未定 2005年秋 対応
ソニック ラッシュ DS アクション \5,040 今冬
ぷよぷよフィーバー ２ 【チュー！】 PS2､PSP､DS パズル \5,040
シャドウ・ザ・ヘッジホッグ PS2､GC､Xbox アクション 未定 今冬
ガンスタースーパーヒーローズ GBA アクション \5,040
ＢＬＥＡＣＨ ＤＳ 蒼天に駆ける運命 DS アクション \5,040
龍が如く PS2 アクション \7,140 今冬
ファンタシースターユニバース PS2 ロールプレイング 未定 今冬 対応

㈱ドラス スロッターＵＰマニア８ 閃光告知！ジャグラースペシャルⅡ PS2 その他 \5,460
㈱フォグ 風雨来記２ PS2 アドベンチャー \7,140

㈱ヴューズ こんねこ～Keep a memory green～ PS2 アドベンチャー
初回限定版\8,715

通常版\7,140

㈱グッドナビゲイト ＩＺＵＭＯ2　猛き剣の閃記 PS2 アドベンチャー
初回限定版\9,240

通常版\7,140

インターチャネル 七田式トレーニング　右脳鍛錬　ウノタンＤＳ「瞬カン勝負！記憶力」 DS その他 \3,990

新感覚ボディコントローラ
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インターチャネル 七田式トレーニング　右脳鍛錬　ウノタンＤＳ「瞬カン勝負！集中力」 DS その他 \3,990
インターチャネル 七田式トレーニング　右脳鍛錬　ウノタンＤＳ「瞬カン勝負！判断力」 DS その他 \3,990

マイルストーン カオスフィールド ニューオーダー PS2 シューティング \6,279
㈱キッズステーション リチャード・バーンズ ラリー PS2 レーシング \7,140

㈱グッドナビゲイト Ｉ／Ｏ（アイオー） PS2 アドベンチャー 未定 2005年秋
（株）データム・ポリスター シューティング ラブ。 ～TRIZEAL～ PS2 シューティング 未定 今冬 未定

インターチャネル ＣＬＡＮＮＡＤ PS2 アドベンチャー 未定 今冬

インターチャネル 乙女的恋革命★ラブレボ!! PS2 シミュレーション
ラブレボックス★\9,240

通常版\7,140 今冬

インターチャネル Ｓｏｕｌ Ｌｉｎｋ ＥＸＴＥＮＳＩＯＮ PS2 アドベンチャー 未定 来春

セガ・ロジスティクスサービス
復刻版セガサターンコントロールパッド
グレー　ホワイト スノーホワイト

\2,394

ワイヤレスコントローラ　SurfWave
ブラック ホワイト ブルー

\5,229

ソウル市パビリオン　［韓国］
  BinaryCraft Corporation 会場でチェック！
  CFN Co.,Ltd. RobotCap (Wireless Robot Game Machine) \220,000 発売中
  COONG Entertainment Inc. BEAT BOX STUDIO PS2, PSP その他 未定 未定
  DreamSuare Co.,Ltd. アパン 未定
  E3NET CO.,Ltd. コイン・スタック２ その他 \210 発売中 対応

コイン・スタック 2006 パズル 対応
Mini Car Racing GP+ レーシング 対応
Dragon Chronicle パズル 対応

  KNetP Co.,Ltd. Suhoji アクション 未定 2005年秋 対応
Heojun ロールプレイング 未定 2005年秋 対応

  Mirinae Entertainment Inc. Khan Online PC ロールプレイング 未定 未定 対応
  Mowelsoft Inc. ブリッツ 1941 PC シミュレーション 無料 対応
  Web EnG Korea Co.,Ltd. WAR モバイル シミュレーション 未定 対応

2005 ブルマブル モバイル パズル 未定 対応
クモちゃん アドベンチャー 未定 対応
レジョンド シミュレーション 未定 2005年 対応

ソニー・コンピュータエンタテインメント 会場でチェック！
タイトー 会場でチェック！
台湾ゲーム館　［台湾］
　EASYFUN Entertainment 曙光オンライン PC MMOﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 未定 2005年冬　 対応
　SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC. 飛天歴険 PC MMOﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 未定 未定 対応
　Zeroplus Co., Ltd.　 モーションガン 未定 未定 対応

ＬＣＤガン 未定 未定 対応
　台湾貿易センター　
ディースリー・パブリッシャー K-1 WORLD GP 2005 PS2 スポーツ \7,140

必勝パチンコ攻略シリーズ Vol.1 CR新世紀エヴァンゲリオン PS2 シミュレーション \5,040
魁！！　男塾 PS2 アクション \6,090
ラスト・エスコート ～深夜の黒蝶物語～ PS2 シミュレーション \5,040 2005年冬
ナイトメア・ビフォア・クリスマス GBA アクション \5,040
チキン・リトル PS2、GC、GBA アクション \6,090 2005年冬
ナルニア国物語 PS2、GC、DS \7,140 2006年春

PS2対応ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ

PS2対応ﾃﾞｭｱﾙｼｮｯｸ2互換の無線ｺﾝﾄﾛｰﾗ

PS2,Xbox､PC対応ｶﾞﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ
PS2,Xbox､PC対応ｶﾞﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ

新概念ﾎﾟｰﾄｽﾀﾝﾌﾟ自動販売機

無線ﾛﾎﾞｯﾄｱｹｰﾄﾞｹﾞｰﾑ機
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餓狼伝 PS2 格闘 \7,140
SIMPLE2000シリーズ Vol.87 THE戦娘（ナデシコ） PS2 アクション \2,100
SIMPLE2000シリーズ Vol.88 THE ミニ美女警官（ミニスケポリス） PS2 アクションアドベンチャー \2,100
SIMPLE2000シリーズ Vol.89 THE パーティーゲーム2 PS2 バラエティ \2,100
SIMPLE2000シリーズ Vol.90 THEお姉チャンバラ2 PS2 血みどろ剣劇アクション \2,100
SIMPLE2000シリーズ Vol.91 THE ALL☆STAR格闘祭 PS2 格闘 \2,100
SIMPLE2000シリーズ Ultimate Vol.28 闘走！喧嘩グランプリ　～Drive to Survive～ PS2 レース \2,100
SIMPLE2000シリーズ Ultimate Vol.29 族車キング３(仮） PS2 レース \2,100
SIMPLE DSシリーズ Vol.4 THEブロックくずし DS アクション \2,100
SIMPLE DSシリーズ Vol.7 パーティーゲーム DS バラエティ \2,100

DISC GO TECHNOLOGIES ［米国］ 会場でチェック！
テクモ DEAD OR ALIVE 4 Xbox360 アクション 未定 2005年冬 対応

モンスターファーム５ サーカスキャラバン PS2 シミュレーション 未定
KARAKURI PSP アクション 未定 2005年秋
NINJA GAIDEN Black Xbox アクション \5,040 対応
TECMO CLASSIC ARCADE Xbox その他 \3,990
ギャロップレーサー8 ライヴホースレーシング PS2 レーシング \7,140

トッププレイヤー 会場でチェック！
トミー NARUTO-ナルト－激闘忍者大戦！4 GC 未定 2005年冬

NARUTO-ナルト－激闘忍者大戦！3 GC \7,140 発売中
NARUTO-ナルト－RPG2 千鳥VS螺旋丸 DS \5,040 発売中
NARUTO-ナルト－最強忍者大結集3 for DS DS \5,040 発売中

NARUTO-ナルト－遊隠
あそびがく

れの里
さと

モバイル \315/月 配信中

ゾイドフルメタルクラッシュ GC 未定
ゾイドサーガDS DS \5,040 2005年冬
ゾイドタクティクス PS2 \7,140 発売中
ゾイドタクティクス i モバイル \315/月 配信中
ゾイド インフィニティEX アーケード 稼動中
ゾイド カードコロシアム アーケード 2005年秋
メダル～チョ ゾイド アーケード 稼動中

魔
ま

砲
ほう

使い黒姫 PS2 未定 2005年秋

エレメンタルジェレイド GBA \5,040 発売中

キングダムハーツ トレーディングカードゲーム ｶｰﾄﾞｹﾞｰﾑ
ｽﾀｰﾀｰﾊﾟｯｸ\1,344
ﾌﾞｰｽﾀｰﾊﾟｯｸ\150

発売中

ナムコ テイルズ オブ ジ アビス PS2 ロールプレイング \7,140
ソウルキャリバーⅢ PS2 アクション \7,140
ゼノサーガ エピソードⅢ  ツァラトゥストラはかく語りき PS2 ロールプレイング 未定 未定
ACECOMBAT ZERO  THE BELKAN WAR PS2 シューティング 未定 未定
フレームシティ Xbox360 アクション 未定 2005年冬 対応
リッジレーサー６ Xbox360 レーシング 未定 未定 対応
クリティカル ベロシティ PS2 アクション \7,140
アーバンレイン PS2 アクション \7,140
MotoGP4 PS2 レーシング \7,140
バウンティ ハウンズ PSP アクション \5,040
僕の私の塊魂（仮称） PSP アクション 未定 未定
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ポータブル・リゾート（仮称） PSP その他 未定 未定
ゼノサーガ Ⅰ・Ⅱ DS ロールプレイング 未定 未定
このクイズ野郎!!（仮称） DS その他 未定 未定
右脳の達人 爽解！まちがいミュージアム（仮称） DS パズル 未定 未定
テイルズ オブ エターニア オンライン PC ロールプレイング 未定 未定 対応
アイドルマスター アーケード シミュレーション 未定 未定 対応
中原の覇者（仮称） PSP シミュレーション 未定 未定

NUBYTECH　［米国］ 会場でチェック！
HAVOK　［米国］ ハボック コンプリート

ハボックコア
ハムスター オレたちゲーセン族 バーガータイム PS2 アクション \2,000 2005年10月27日

オレたちゲーセン族 イー・アル・カンフー PS2 アクション \2,000 2005年10月27日
オレたちゲーセン族 テラクレスタ PS2 シューティング \2,000 2005年10月27日
オレたちゲーセン族 スーパーバレーボール PS2 スポーツ \2,000 2005年10月27日
ザ・コンビニ4（仮） PS2 シミュレーション 未定 2006年
ペ・ヨンジュン タイピング 冬のソナタ 上巻 PC その他 \9,800 9月3日
ペ・ヨンジュン タイピング 冬のソナタ 下巻 PC その他 \9,800 9月3日

バンダイ ふたりはプリキュア マックスハート　マジ？マジ！ファイト de IN じゃない GBA アクション \5,040 発売中
Fighting for ONE PIECE PS2 対戦格闘 \7,140
たまごっちのプチプチおみせっち DS おみせやさん \5,040
ガンダム バトルタクティクス PSP 3Dアクション \5,040
ギャラリーフェイク PSP 美術品ﾐｽﾃﾘｰｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ \5,040
ガンダム ユニバーサリーセンチュリー PC MMOロールプレイング オープン 対応
ドラゴンボールZ Sparking! PS2 3Dアクション \7,140
エウレカセブン TR1:NEW WAVE PS2 アクションRPG \7,140
機動警察パトレイバー かむばっくミニパト PSP アドベンチャー \5,040
機動戦士ガンダムSEED 連合vsZ.A.F.T. PS2 ﾁｰﾑﾊﾞﾄﾙｱｸｼｮﾝ \7,140
ケロロ軍曹 メロメロバトルロイヤルZ PS2 ﾄﾞﾀﾊﾞﾀ3Dｱｸｼｮﾝ \5,040
英雄伝説ガガーブトリロジー 海の檻歌 PSP ロールプレイング \5,040
ONE PIECE パイレーツカーニバル PS2、GC パーティ 未定
冒険王ビィト ヴァンデル VS バスターズ DS ﾀｸﾃｨｶﾙｱｸｼｮﾝRPG 未定
.hack//fragment PS2 ロールプレイング \7,140
焼きたて!!ジャぱん ゲーム1号 頂上決戦!!パンタジック・グランプリ! DS ﾊﾟﾝﾀｼﾞｰﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑ 未定 今冬
仮面ライダー響鬼 PS2 対戦ｱｸｼｮﾝ 未定
ドラゴンボールZ 舞空烈戦 DS ラッシュバトル 未定 2005年末
SDガンダム ガシャポンウォーズ GC ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ･ｱｸｼｮﾝ 未定 今冬
シュガシュルーン（仮） PS2 未定 未定 2005年
うえきの法則 倒すぜロベルト十団!! PS2 うえきアクション 未定
金色のガッシュベル！！ゴー！ゴー！魔物ファイト！！ PS2、GC 魔物アクション 未定
ケロケロ7 DS ｶｴﾙｽﾊﾟｲｱｸｼｮﾝ 未定
サムライチャンプルー PS2 HIPHOPｻﾑﾗｲｱｸｼｮﾝ 未定 今冬
Every Extend Extra（仮） PSP Music Shooting 未定 2006年1月
宇宙刑事魂（仮） PS2 アクション 未定 未定
新世紀エヴァンゲリオン2（仮） PSP 未定 未定 未定
.hack//G.U. PS2 ロールプレイング 未定 2006年

ビッグワールド／ソリッドネットワークス／トライメディア 会場でチェック！

フィジックスとアニメーション・ソフトウェア

次世代プラットフォーム用マルチ・スレッド技術
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フジワーク アナログ連射コントローラ 「極」 オープン 2005年9月
メディアレコーダー 「ＰｖｒＡｌｅｘ」 オープン 2005年9月
プレイステーション２用メモリーカード

ブロッコリー クロスワールド-見知らぬ空のエターティア- PC アドベンチャー
\9,240(限定版）
\8,190（通常版）

2005年10月21日

ギャラクシーエンジェルII PS2 シミュレーション 未定 2006年2月
カードゲーム関連のパネル展示

ホロン ビデオボルト・フォー・ピーエスピー \8,190 2005年9月22日
マイクロソフト 会場でチェック！
メディアワークス 会場でチェック！

モリガング ニンテンドーＤＳ専用　ショルダーポーチＤＳポケモン \1,575

ニンテンドーＤＳ専用　ストレッチタッチペンＤＳ \735

ニンテンドーＤＳ専用　ダブルポーチＤＳ \1,260

ニンテンドーＤＳ専用　カセット＆カードポケットポケモン \525

ニンテンドーＤＳ専用　液晶保護フィルムＤＳ \630

UKR GAME EXPORT　［ウクライナ］ 会場でチェック！
ユービーアイソフト 会場でチェック！
RAZER GROUP　［シンガポール］ クエイク ３ PC シューティング

カウンタークトライク PC シューティング
デゥーム ３ PC シューティング
ダイヤモンドバックス US$24.99 発売中
イグザクトマット US$59.99 発売中
レイザーコッパーヘッド US$79.99 近日中

RHOCEO CO., LTD.　［韓国］ 競馬王オンライン PC スポーツ 未定 未定 対応
R.MAN（仮称） PC ロールプレイング 未定 未定 対応
RFC Online PC アクション 未定 未定 対応

モバイルコンテンツコーナー/Mobile Contents Area
アビリット 鬼浜爆走愚連隊アプリ 携帯電話 シミュレーション 配信中

サイボーグ００９アプリ 携帯電話 シミュレーション 配信中
アルゼ 会場でチェック！

アンビション ネバーワールドオンライン Web MMORPG １キャラクター\315
(６キャラクターまで作成可能) 対応

インタラクティブ ブレインズ フィスト グルーヴ［ＴＭ］ BREWｱﾌﾟﾘ 他 アクション 1ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ/\525 他

ディープ ラビリンス［Ｒ］ DS ロールプレイング 未定 未定
ディープ ラビリンス［Ｒ］ Javaｱﾌﾟﾘ 他 ロールプレイング 1ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ/\525 他

トイヘッズ［Ｒ］ BREWｱﾌﾟﾘ 他 アクション 1ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ/\315 他
ライト　ストリーム［ＴＭ］ BREWｱﾌﾟﾘ 他 レーシング 1ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ/\525 他

トイヘッズ［Ｒ］ アーケード アクション 1プレイ/\100 未定
クワトロメディア オセロ★超ゲー90円 Javaアプリ その他 \94/月 配信中

超ゲー★88円 Javaアプリ その他 従量課金\92/１DL 配信中
超ゲー★Ｖアプリ Javaアプリ その他 従量課金\94/１DL 配信中
ザ★テーブルゲームズ BREWアプリ その他 \315/月 配信中 対応
人生ゲーム・Online BREWアプリ その他 \315/月 配信中 対応

PSP用動画を活用できるPC用ｿﾌﾄｳｪｱ

ニンテンドーＤＳ専用の収納ポーチ

ゲームマウス

ゲームマウス
マウスパット

ニンテンドーDSのｹﾞｰﾑｶｰﾄﾞ3枚とGBAｶｰﾄﾘｯｼﾞ
１本、純正ﾀｯﾁﾍﾟﾝを１本収納可能のｹｰｽ

キズや汚れから画面を守るニンテンドーＤＳ
専用の液晶保護フィルム

プレイステーション２用コントローラ

家庭用メディアレコーダー

ニンテンドーＤＳ本体と周辺機器
を収納する大型ポーチ

ニンテンドーＤＳ専用の伸縮式タッチペン
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元祖♪ラーメン堂本舗 BREWアプリ シミュレーション \315/月 配信中
恋愛★タロット占い BREWアプリ その他 従量課金\210/1DL 配信中

コトブキソリューション エアロバティックヒーロー Vアプリ シミュレーション \420（従量）
封魔戦記エルドギア Vアプリ ロールプレイング \420（従量）
ウチの猫 iアプリ その他 \210(個別）
ヒロイックヴァース Vアプリ ロールプレイング \420(従量）

カスタム!!３Ｄゴルフ ＢＲＥＷアプリ スポーツ
本体\0/コース\210

ｷｬﾗｸﾀ\105/ｸﾗﾌﾞ･ﾎﾞｰﾙ\53 2005年9月末

エンジェル学園（仮） Ｖアプリ シミュレーション \420(従量）
ジー・モード 12GEMs Javaアプリ ロールプレイング 未定 2005年秋

ゆるゆる劇場シリーズ Java･BREWｱﾌﾟﾘ アドベンチャー 配信中
魔龍剣記３ BREWアプリ
mystia３ Javaアプリ ロールプレイング 2006年春
妖怪大戦争バキューン Javaアプリ シューティング 配信中
右脳パラダイス３ Javaアプリ パズル 配信中
魔王カムパニー

シールズ なすブーの冒険１ 携帯電話 ロールプレイング \105/月 2005年秋
なすブーの海釣り 携帯電話 アクション \105/月 2005年秋
ウサクルスロット 携帯電話 アクション \105/月 2005年秋
たまがにさんの神経衰弱 携帯電話 パズル \105/月 2005年秋
ウサクルBJ７ vs マリー 携帯電話 パズル \105/月 2005年秋
イルのドリームダンジョン１ 携帯電話 ロールプレイング \315/月 2006年春

ジグノシステムジャパン 不思議の国の冒険長者 Ezweb \315
侍ﾌﾛﾝﾃｨｱ温泉ﾍGO Ezweb \315
時空戦士・・・召還 Ezweb \315
刀神伝絵巻 Ezweb \315
夢魔の天蓋 Ezweb \315
密教僧悪人封じ Ezweb \315
十字軍ｴﾚﾒﾝﾄ戦記 Ezweb \315
夏休みはｽﾛｯﾄでﾓﾃﾓﾃさ Ezweb \315
少女戦艦-私- Ezweb \315
深海からの叫び Ezweb \315
3Dダンジョンバトル Ezweb \315
平安裏家業 Ezweb \315
美少女戦隊ギャルﾎﾟﾘｽ Ezweb \420
まんがチック乙女荘 Ezweb \420
湘南ビーチギャルス Ezweb \420
美少女戦士育成計画 Ezweb \420
怪異な恋の物語 Ezweb \420
マリアとリリス Ezweb \420
恋のギフトカード Ezweb \420
バトルヒロイン Ezweb \420
美少女☆オペレッタ Ezweb \420
真夜中の学園 Ezweb \420

恋爆ラブハーツ Ezweb
基本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ\105
追加ｼﾅﾘｵ\210
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スパイシーソフト 会場でチェック！
大都技研／ディーピー 大都技研公式パチスロシミュレーター 押忍！番長 PS2 その他 未定 未定

スロットアプリ押忍！番長ＤＸ（仮） iアプリ その他 \315/月 2005年秋
スロットアプリ 吉宗 iアプリ その他 \315/月 配信中
スロットアプリ アクアマリン iアプリ その他 \315/月 配信中
吉宗麻雀 iアプリ その他 \315/月 配信中
番長紙相撲 iアプリ アクション \315/月 配信中
番長卓球 iアプリ スポーツ \315/月 配信中
吉宗大江戸大冒険 iアプリ アクション \315/月 配信中
吉宗サウンドトラック、吉宗マゲミックス、押忍！番長サウンドトラック 各\1,260 発売中
｢吉宗」「押忍！番長」グッズ各種

タカラ モバイル エンタテインメント 人生ゲーム3D iアプリ その他 \210/月
人生ゲーム平成版 BREW/JSCL その他 ￥210/￥525 2005年2月・2005年8月
人生ゲームOnline BREWｱﾌﾟﾘ その他 \315/月 2004年 対応

トーメンテレコム モギィ！アイテムハント Javaアプリ その他 \210/月 配信中 対応
あそぼ♪白くまゴン BREWアプリ アクション \165
らーめん虎の穴 BREWアプリ アクション \198 配信中
恐怖のパニック病棟 BREWアプリ アクション \200 配信中
蚊の逆襲 BREWアプリ アクション \157 配信中
プキプキ BREWアプリ パズル \157 配信中
アンディロディック・モンスターテニス BREWアプリ スポーツ \250
熱闘！ベースボール BREWアプリ スポーツ \198 配信中
爆走！ハイウェイ伝説 BREWアプリ レーシング \157 配信中
熱闘！サッカー２ BREWアプリ スポーツ \198 配信中

トライ アンド リンク 会場でチェック！
ノキア・ジャパン Symbian Series 60搭載端末対応ゲームを約10タイトル展示
BTD STUDIO オセロ★超ゲー90円 Javaアプリ その他 \94/月 配信中

超ゲー★88円 Javaアプリ その他 従量課金\92/１DL 配信中
超ゲー★Ｖアプリ Javaアプリ その他 従量課金\94/１DL 配信中
ザ★テーブルゲームズ BREWアプリ その他 \315/月 配信中 対応
人生ゲーム・Online BREWアプリ その他 \315/月 配信中 対応
元祖♪ラーメン堂本舗 BREWアプリ シミュレーション \315/月 配信中
恋愛★タロット占い BREWアプリ その他 従量課金\210/1DL 配信中

フロム・ソフトウェア アーマード・コア：：モバイルオンライン i-mode/FOMA アクション \315/月 2005年10月3日ｵｰﾌﾟﾝβﾃｽﾄ開始 対応
アーマード・コア モバイル2 BREWｱﾌﾟﾘ アクション \525
天誅 忍術皆伝 BREWｱﾌﾟﾘ アクション \525
キングスフィールド モバイル2 BREWｱﾌﾟﾘ ロールプレイング \525
ノム BREW/Vｱﾌﾟﾘ アクション \210
青春！ゴルフじいちゃん BREW/Vｱﾌﾟﾘ スポーツ \315

UNISHENG　［中国］ ティフキュウ モバイル パズル 未定 配信中 対応
Black Hawk Forces モバイル シミュレーション 未定 未定

ワークジャム 探偵　神宮寺三郎 携帯電話 アドベンチャー 配信中
謎の事件簿 携帯電話 アドベンチャー 配信中
謎じけ冒険録 携帯電話 ロールプレイング 配信中
ローゼンメイデン 携帯電話 アドベンチャー 配信中
花子さんがきた!! 携帯電話 アドベンチャー 配信中
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スピードグラファー 携帯電話 アクション 2005年9月配信
心霊外科 聖魔佐人 携帯電話 アドベンチャー 2005年9月配信

キッズコーナー/Kids' Area
アトラス 会場でチェック！
カプコン ロックマンエグゼ６(仮) GBA データアクションＲＰＧ 未定 2005年冬

ビューティフル ジョー バトルカーニバル GC パーティーバトル \6,090
ビューティフル ジョー スクラッチ！ DS ＶＦＸアクション \5,040

コナミ 会場でチェック！
セガ 会場でチェック！
ディースリー・パブリッシャー キム・ポッシブル GBA アクション \5,040

リロ　アンド スティッチ GBA アクション \5,040
電撃ゲームキューブ 会場でチェック！
バンダイ 会場でチェック！
ゲームスクールコーナー/Game School Area
アクト情報ビジネス専門学校 会場でチェック！
麻生情報ビジネス専門学校 会場でチェック！
WiZ 国際情報工科専門学校 会場でチェック！
神奈川情報文化専門学校 モンキーインパクト PC アクション

ピッチャンパララ 天気の国は異常気象 PC パズル
苦羅阿区 PC アクション
スペースギア PC シューティング
KITAHA羅エピソード１ PC アクション

クラーク記念国際高等学校 秋葉原ITキャンパス アキバは僕らのテーマパーク PC
神戸電子専門学校 会場でチェック！
国際アート＆デザイン専門学校 会場でチェック！
専門学校 東京テクニカルカレッジ クラッシュ大激闘 PC アクション

みんなでわなポン PC アクション
Ｃａｎｄｙ×Ｃａｎｄｙ PC パズル
ゲームＣＧ科２Ｄキャラクタ作品
ゲームＣＧ科３ＤＣＧムービー作品

専門学校 東京ネットウエイブ 会場でチェック！
総合学園 ヒューマンアカデミー 会場でチェック！
テクノスカレッジ 東京工学院専門学校 INSTIGATE PC シューティング \1,800

天体観測 ｉアプリ その他
ハッピーツーマネーテン PC パズル
縁日 ボードゲーム

デジタルエンタテインメントアカデミー フォトリア GC アクション
プラムと魔法のステッキ PC アクション
ストレンジカメレオン PC アクション
花火消し iアプリ パズル
POTTION ｉアプリ パズル

デジハリ／デジタルハリウッド大学 会場でチェック！
電撃スクールマガジン 会場でチェック！
東京コミュニケーションアート専門学校 がんばれ！グリフォン～七色のツバサ～ PC アドベンチャー

武双宮 PC アクション
ＴＡＸI×ＴＡＸI×ＴＡＸI PC アクション

ゲームＣＧ科学生が制作した３ＤＣＧムービーをパソコンで上映

ゲームＣＧ科学生がデザインした各種キャラクタをパネルで展示

非売品
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トライデントコンピュータ専門学校 ＳＱ（スキュー） 携帯電話 パズル サクセス様より発売予定 未定
マネーウォーズ PC パズル
クローバー iアプリ パズル
ギガンティックエクスプロージョン PC アクション
サファリズム※第６回ＣＥＳＡスチューデントゲーム大賞ノミネート作品 PC アクション
ＰＳＩ（サイ）※第６回ＣＥＳＡスチューデントゲーム大賞ノミネート作品 PC アクション
ゲームキューブ学生作品 (タイトル未定) GC
学生ＣＧ作品集

名古屋工学院専門学校 カスタム海人 PC アクション
スフィリンス PC パズル
くしぃ to 魔法のペンキ PC パズル
コロの宝物 iアプリ パズル
スターダストバインド PC アクション
王様の注文 PC アクション

新潟高度情報処理技術学院 会場でチェック！
新潟コンピュータ専門学校 プリズナー PC アクション

雪山山岳救助隊 PC アクション
急げ会社へ PC アクション
君をのせて PC レーシング
伝説の教師 PC アクション
ラクラス PC パズル
カラフリア PC アクション
シャドウエッジ PC シューティング
みすてり～さ～くる PC アクション
月と手のひら PC パズル
暴走アレア PC アクション
ソウル・オブ・アーキタイプ iアプリ シミュレーション
日本防衛隊 iアプリ シミュレーション
劇場　愛の花園 iアプリ アドベンチャー
とぶんです iアプリ アクション

日本工学院専門学校／日本工学院八王子専門学校 会場でチェック！
日本電子専門学校 Best  Friend PC その他

野球盤をやろう！ PC スポーツ
ソアーウイングス PC レーシング
ビ星物 PC アクション
Speed Attacker PC レーシング
Gold Lash PC アクション
神々の遺跡～Relics Of The Deities PC アクション
ペンギンの女 PC アクション
The Otaku In Akihabara PC アクション
魔狩り通る PC アクション
AIR DUEL PC シューティング

東日本デザイン＆コンピュータ専門学校 会場でチェック！
代々木アニメーション学院 学生作品集 ＰＣ その他

学生イラスト作品
非売品
非売品
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開発ツール＆ミドルウェアコーナー/Development Tools & Middleware Area
VMC　［米国］ 会場でチェック！
マルチターム マスプレイヤーシステム 発売中

ファンハント
■ビジネスデイのみ出展/Exhibit only Business Day
ENZYME TESTING LABS ［カナダ］ 会場でチェック！
オーストラリア・クィーンズランド州政府　[オーストラリア] Electronic Games Queensland Profile Brochure

High-Tech Coast Gateway to Australia
Information and Communication Technology Queensland

三徳商事 Virtools Developer3.5 
CRI・ミドルウェア 会場でチェック！
日本コーネット・テクノロジー IPネットワークエミュレータ CLOUD
メトロワークス 会場でチェック！
INTERNATIONAL EXPO SUITE
SANDISK CORPORATION ［米国］ 会場でチェック！

※５０音順／株式会社などの表記は省略　

プラットフォーム略称表記　GBA：ゲームボーイアドバンス、GC：ニンテンドー ゲームキューブ、DS：ニンテンドー ＤＳ、PC：パソコン、PSP：プレイステーション・ポータブル、PS2：プレイステーション2、PS3：プレイステーション3

ﾈｯﾄﾜｰｸｹﾞｰﾑ用通信ﾐﾄﾞﾙｳｪｱ&ﾗｲﾌﾞﾗﾘ

ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州電子ｹﾞｰﾑ協会の概要、ｻｰﾋﾞｽについてのご案内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(無料)

オーストラリアのハイテク産業の概要、投資誘致ご案内(無料)

クィーンズランド州のIT産業について

「MassplayerSystem(R)」を利用して開発したﾃﾞﾓ用3Dﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾁｬｯﾄ



「東京ゲームショウ２００５」ブース内容一覧 
Ｐａｇｅ.1 

一般展示 

アクワイア 

アクワイアではプレイステーション２用ソフト「忍道 戒」を出展します。そこでプレイデモを初公開予定！次世代機に

先駆けて物理エンジンを搭載し、リアリティが向上。これにより忍ぶ緊張感、必殺技の爽快感が倍増しました！その

上、アイテムの数々はどれも忍者ならでは！ 

スパイク（販売）とアクワイア（企画・開発）が織り成す新忍者プロジェクト。めくるめく忍者体験をしに来てください。 

AKELLA ［ロシア］ 

コンピューターゲーム・PS２･Xbox 対応のゲームコンテンツを紹介します。 

アスク 

NYKO 社製 SONYPS2、PSP 用周辺機器を出展。 

1.Power Data Cable: PSP と PC または MAC を高速に USB 接続し、ムービーや音楽データを転送および PSP 本体

のバッテリーを充電 

2.Charger Case for PSP: PSP 用バッテリー内蔵アルミニウムハードケース 

3.Theater Experience for PSP:  

 PSP 用バッテリー／ステレオスピーカー内蔵アルミニウムハードケース 

4.Pocket Case for PSP: 

 UMD を 3 枚格納できるキャリングケース 

5.Magna Case 

6.Screen Armor for PSP 

7.HARDCASE PRO: PSP 用保護ハードケース 

8.QuickSTAND: PSP にてムービーを見るためのスタンド 

9.CHARGER GRIP: 操作感向上と長時間プレイを可能にする PSP 用バッテリー内蔵のグリップ 

アタリ ジャパン 

今年のゲームショウでは、11月に発売予定の「マトリックス：パス・オブ・ネオ」を始め、年末から2006年の春までの5

タイトルを一挙に展示致します。すべてのタイトルが試遊可能。 

また、ブースではタイトルのプレゼンテーションやオリジナルのグッズの配布も予定しています。 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日）実施予定※時間・内容の詳細は未定。 

アトラス 

アトラスブース今回の目玉は、PS2「デビルサマナー葛葉ライドウ（仮題）」がいち早くプレイできる体験コーナーを催

します！さらには、PSP「プリンセスクラウン」PSP「真・女神転生デビルサマナー」といったアトラスイチオシ作品も試

遊を体験することが可能！そしてオンライン専用 MMORPG「RYL2」の出展も決定！皆様を心よりお待ちいたしてお

ります。キッズコーナーの出展もいたしますのでこちらもぜひお立ち寄りください。今年のTGSアトラスブースは気合

入ってます！！ 

ESEL INTERNATIONAL COMPANY LIMITED ［香港］ 

ＥＳＥＬは香港にあるビデオゲームのアクセサリーを製造している会社です。プレイステーション２、任天堂プラットフ

ォーム、Ｘｂｏｘ、ＰＳＰ、ＮＤＳ用のゲームアクセサリーを紹介します。 



「東京ゲームショウ２００５」ブース内容一覧 
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イマージン コーポレーション 

有機ＥＬアクティブマトリックスのマイクロディスプレイ開発・製造メーカーです。今般、弊社製ＳＶＧＡカラーパネルを

二枚用いたヘッドマウントディスプレイ装置（Z800 3D‐Visor）を開発・販売を開始しました。ヘッドトラッカー（三次元

ジャイロセンサー）を内蔵し、3D 機能とともに、上下左右 360 度のバーチャルイメージを創り出します。ステレオオー

ディオイヤフォン・ノイズキャンセルマイクロフォンも付属し、105 インチ相当の大画面で 360 度 3D 画面の迫力をお

試しください。ゲームからビジネスまで幅広くお使いいただけます。 

インターネットラジオ 音泉 

配信番組 30 タイトル！すべての番組が無料で聴けるインターネットラジオステーション『音泉』ブースでは、音泉の

番組が気軽に楽しめる試聴コーナーを設置！いち早く秋の新番組をチェックできます！ 

ウィンブルジャパン 

世界初のシステムとして映画館に導入されたウィンブルシート（体感音響シート）を家庭用として開発された「家庭用

体感音響チェアー」と「体感音響クッション」を体験していただけます。ウィンブルシートで映画を体感しよう！！ 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 時間未定（1 日 3 回実施予定） 

 アンケートに答えて映画を見に行こう！ 

アンケートに答えていただいたお客様に整理券を渡し、抽選時間になったらこちらで番号札を引きそれと同じ番

号の人を当選者とし、その場で景品をプレゼント。 

ATI テクノロジーズジャパン 

ATI テクノロジーズでは、今年も未公開の大型タイトルを含む多数の最新 PC ゲームを AIB パートナーの最新のグラ

フィックカードと共にお楽しみいただけます。 

もちろん、話題の CrossFire システムもデモ予定、PC でしか味わえないこの迫力を２０インチの大型ディスプレイで

最新のゲームをお楽しみください。 

また、昨年好評を博した携帯電話コーナーも設置。 

Imageon シリーズが採用された各種端末の紹介をはじめ、最新の Imageon2300 が採用された端末を用いたデモも

体感いただけます。 

エキサイト 

数多くのゲームコンテンツをご用意します。 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 実施予定 

XTREME LTD ［香港］ 

エクストリームは 10 年以上にわたり、ビデオゲームのアクセサリーを製造・デザインし、市場に送り出してきました。

そのブランドはプレイステーションに初めてカラージョイパッドを導入して以来、人気を博しています。その後もビデ

オゲームコンソール、ＰＣコンパティブルを開発、フル生産し、世界中の市場に向けての配信に成功してきました。エ

クストリームは東京ゲームショウ２００５において、日本で初めてのパートナーを開拓するため出展します。 
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SNK プレイモア 

ＳＮＫプレイモアは、今年も東京ゲームショウで皆さんをお出迎えいたします！噂の新作ゲームをはじめ、たくさん

の家庭用新作をラインナップ。イベントも、前回好評のゲーム大会が大幅パワーアップ。加えて声優トークショウ

や、コスプレアイドル撮影会など盛りだくさんな内容です。「東京ゲームショウ２００５」にお越しの際は、メインエント

ランス正面のＳＮＫプレイモアブースに是非お立ちよりください！ 

【実施イベント】 

●9/16（金） 15:00～16:00 

 広告予算 100 万円争奪！ゲーム誌対抗“格ゲーバトル＆クイズバトル” 

主要ゲーム誌の格ゲー編集担当者が、ゲームとクイズで対戦！優勝した最強格ゲー編集部には、SNK プレイモ

アから広告予算 100 万円を贈呈！ 

●9/17（土）・18(日) 13:00～13:30 

 ザ・キング・オブ・ファイターズ声優トークショウ 

出演者： 9/17…野中政宏様・弓雅枝様・モンスター前塚様 

 9/18…野中政宏様・安井邦彦様・ほりえかおり様 

KOF の人気声優陣が SNK プレイモアブースにやって来る！トークショウや生アフレコなど、KOF ファン必見の企

画が満載！ 

●9/17（土）・18(日) 14:00～15:00 

SNK vs KDDI オンラインゲーム大会 ※17 日…ネオジオ バトルコロシアム大会 

 18 日…ザ・キング・オブ・ファイターズ・ネオウェイブ大会 

出演者： 9/17…野中政宏様・弓雅枝様・モンスター前塚様 

 9/18…野中政宏様・安井邦彦様・ほりえかおり様 

SNK プレイモアチームと KDDI チームに分かれ、オンラインゲーム大会を開催！両ブースの対戦の模様はライブ

カメラで二元中継！さらに KOF の声優陣がゲストで参加。(一般入場者対象) 

●9/17（土）・18(日) 15:00～15:30 

MMBB イメージガール「井上ゆりなちゃん」トークショウ＆撮影会 

出演者：MMBB イメージガール(井上ゆりな様) 

KDDI MMBBイメージガールのゆりなちゃんが、SNKプレイモアブースに登場！トークショウや撮影会など、ファン

には嬉しいイベントを開催！ 

●9/17（土）・18(日) 15:30～17:00 

 TGS チャンピオンシップ ※ 17 日…ザ・キング・オブ・ファイターズ・ネオウェイブ大会 

 18 日…ネオジオ バトルコロシアム大会 

一般入場者対象。今年は KOF NEOWAVE、ネオジオ バトルコロシアムの 2 タイトルで実施！TGS2005 チャンピ

オンの称号を賭け、熱いバトルが繰り広げられる！（両日とも、11:00～12:30 に予選大会を実施） 

●9/17（土）・18(日) 12:00～13:00 

ティンクルスタースプライツ～La Petite Princesse～ゲーム大会 

超絶送り合い対戦シューティング「ティンクルスタースプライツ」の SNK プレイモア公式ゲーム大会を初開催！優

勝者には素敵な賞品をプレゼント！（一般入場者対象） 
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●9/17（土）・18(日)  13:30～14:00 

 コスプレイヤー格闘ゲーム大会 ※ 17 日…ザ・キング・オブ・ファイターズ 2002 大会 

 18 日…KOF マキシマムインパクト大会 

KOF の人気タイトルによる、コスプレイヤー限定の公式格闘ゲーム大会を初開催！最強コスプレイヤーが遂に

決定！ 

●9/17（土） 15:00～16:00 

コスプレコンテスト「COS-PATIO meets ネオジオフリーク！」 

COSPA 主催のコスプレイベント「COS-PATIO」を SNK プレイモアブースで開催！ネオジオ関連のコスプレイヤー

なら誰でも参加 OK！出場者は電撃 Layers が撮影！ネオジオキャラになりきって素敵な賞品をゲットしよう！ 

●9/18（日） 10:30～11:00、13:30～14:00 

中川翔子ちゃんトークショウ＆撮影会 

出演者：中川翔子様 

格ゲー好きの人気アイドル中川翔子ちゃんが、SNK プレイモアブースに登場！しかも KOF キャラのコスプレで出

演予定！皆さんお楽しみに！ 

●9/18（日） 15:00～16:00 

コスプレイヤー撮影会 presented by 電撃 Layers 

電撃 Layers 主催のコスプレイヤー撮影会！ネオジオ関連キャラのコスプレイヤーなら誰でも参加 OK！キャラに

なりきって雑誌掲載を目指せ！ 

●9/18（日） 16:00～17:00 

ネオジオフリーク！カルトクイズ大会 

昨年の KOF 大忘年会で人気を博したカルトクイズ大会がパワーアップ！今回はネオジオ関連のカルトなクイズ

を出題！優勝者には素敵な賞品をプレゼント！目指せ、ネオジオフリークカルトキング！ 

NTT ドコモ 

i アプリ期待の新作や大人気のあのゲームが大集合！ 

ますます進化した 901iS シリーズで感動と興奮がさらに広がる。 

さらに今年は家庭用ゲーム機等と連動したコンテンツも紹介。 

i モードの実現するゲームの世界にご期待ください。 

エンターブレイン 

弊社発行のゲーム専門誌「週刊ファミ通」の出張編集部が、「東京ゲームショウ２００５」会場内に出現します！ 

出張編集部内では、クリエイターや業界関係者などのインタビューや、ゲーム攻略の実演、ゲーム大会、その場で

制作した号外の配布などを行ないます。 

カプコン 

カプコンブースでは、今年も注目の最新作をご用意してお待ちしています。 

また PS2｢新 鬼武者｣、ＤＳ｢逆転裁判 蘇る逆転｣のステージイベントを予定しています。 

そのほかに各タイトルブースではサプライズイベントがあるかも・・・！？ 
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【実施イベント】 

●日時：未定 

 新 鬼武者 ズバババッサリ・蒼ステージ/赤ステージ 

｢新 鬼武者｣の開発秘話やメインキャラクター５人の声優によるアフレコ時のエピソード中心のトークショー。赤ス

テージは５人の声優全員が集うステージになります。 

●日時：未定 

 逆転裁判 蘇る逆転 ｢TGS2005 特別法廷｣ 

カプコンブースで特別法廷開廷！会場の皆さんがある重大な審議の傍聴人となります。フルボイスで描かれる

スペシャル映像は必見です。※こちらはＴＧＳスペシャル映像放映イベントです。 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント 

今年のガンホー・オンライン・エンターテイメントブースのコンセプトは「Gungho Station」！  

“ラグナロクオンライン”に代表されるますます好調なタイトル群に加えて、今年は国内独自で開発した“エミル・クロ

ニクル・オンライン”、期待の学園オンライン RPG“ヨーグルティング”といった新たなタイトルがスタンバイ。 

「Ａ３」・「タントラ」・「ポトリス２」・「サバイバルプロジェクト」など、７タイトルを出展予定！新タイトルの発表も・・・。初

公開映像・新発表・オリジナルグッズのプレゼントなど盛りだくさん。 

情報発信基地『GungHo Station』として強力かつ豊富になったコンテンツを世界中に発信していきます。 

新しいエンターテイメントはガンホーからはじまる!! 

【実施イベント】 

●9/16（金） 10：00～11：00 

 「探偵 G スクープ」 

新タイトルの学園オンライン RPG「ヨーグルティング」、そして、ファンタジーオンライン RPG「ラグナロクオンライ

ン」の最新情報を発表！ 

●9/16（金） 12：00～13：20 

「G ステーション」 

ついにコードネーム「GO」の全貌が明らかに！タイトル名も発表！！その他にもガンホー期待の新タイトルの発

表そして、特別ゲストに森下千里さんをお迎えしてのトークショーなど盛りだくさん！  

●9/16（金） 13：50～14：50 

「ガンホーHead Line」 

ハートフルオンライン RPG「エミル・クロニクル・オンライン」、ドラマティックオンライン RPG「A3」が衝撃の発表

を！ 

●9/16（金） 15：20～16：50 

「ガンホーアワー」 

オンラインアクションゲームの「ポトリス 2」・「サバイバルプロジェクト」そして、オリエンタルオンライン RPG「タント

ラ」の最新情報を発表！そして、タントラのテーマソング「ガンダーラ ～TANTRA ver.～」のタケカワユキヒデさん

がミニ LIVE を決行！  

●9/17（土）・18(日) 10：00～10：50 

「ドラマティック劇場 A3」 

紳士・淑女なら知りたい「傭兵システム」の詳細や「PartIII」など最新の情報をいち早く大公開！ 

ますますドラマティックな「A3」の世界をご堪能ください。 
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●9/17（土）・18(日) 11：10～12：15 

「TANTRA Music Fair」 

「タントラ」のテーマソング「ダンダーラ ～TANTRA ver.～」のタケカワユキヒデさんが登場！！当日は LIVE を決

行！そして、ついにアップデート情報の詳細な内容を発表します！マーラや背景の開発イラスト、設定資料など

日本マップ「Kathana Ⅲ」の全てを公開！ 

●9/17（土）・18（日） 12：45～13：30 

「ECO とゆかいな仲間達」 

タイニーくん達が ECO 世界を楽しく、やさしく紹介！ECO の今後のアップデート情報や新ムービーの初公開など

新情報が盛りだくさん。 

●9/17（土）・18（日） 14：10～15：10 

「1 年 G 組！ヨーグルティング！！」 

生徒会連合による緊急全校集会を開催！ 

「ヨーグルティング」の宣伝担当が扮する“放送委員長”と「ヨーグルティング」の制作担当が扮する“風紀委員

長”から色々な新発表がありますので、全校生徒の皆さんはステージ前に集合してください♪ 

●9/17（土）・18（日） 15：50～17：00 

「ラグナロクオンラインバトルライブ」 

今年の TGS も、昨年ご好評いただいた GvG（ギルド戦）をリニューアルし、「TGS Championship 2005」と題して開

催！先月開催された RJC2005（RAGNAROK ONLINE Japan Championship 2005）に参加できなかったという方

にもチャンス到来！TGS2005 の No.1 ギルドを決める熱い戦いが実現！RJC2005 の興奮が TGS ブースに帰っ

てくる!!! 

NEXT UPDATE：「Episode5.0」の詳しい内容を公開！（17 日のみ） 

当日は、新たに追加される都市『アインブロック』のゲームプレイの初出し映像を公開!! 

クライマックス 

これまで、「ＲＰＧ」「ドライブゲーム」など数々のエポックメイキング的ゲームを開発してきた株式会社クライマックス

（代表 内藤 寛）ですが、ＴＧＳ出展は初参加となります。この度は新作のＲＰＧを２タイトル発表いたします。いず

れも、「斬新」「懐かしさ」をキーワードとした作品内容となっておりますので、当日は当ブースへ足を運んでいただ

き、じっくりとクライマックスブースをご堪能ください。ご質問等はお気軽にスタッフにお声をおかけください。 

GRAVITY Co., Ltd. ［韓国］ 

メビウスの環をモチーフとして構成された GRAVITY ブースでは、世界 37 カ国のユーザーから愛されている「ラグナ

ロクオンライン」待望の次期作「ラグナロクオンライン 2」を公開予定です。さらに、新作ゲームとして「レクイエム」、

新概念カジュアルゲームポータルとして次世代のオンラインプラットフォームを目指す「スタイリア」、そしてラグナロ

クモバイルの３D 戦略シミュレーション版「ラグナロク タクティックス モバイル」や「ラグナロク 2 モバイル エピソー

ド 1 フェライン」をお届けいたします。日本の皆様に初公開となる新作ゲームの体験コーナーもご用意し、皆様のお

越しをお待ちしております。 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18(日) 

韓国アーティスト‘ハン・ソユ’ライブ公演 

出演者：‘ハン・ソユ'&バックダンサー 

GRAVITY がプロデュースする韓国新世代アーティスト‘ハン・ソユ’のライブ公演をお送りいたします。セクシーな

ダンスと切ないバラード曲によるステージをご期待ください。 
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●9/16（金） 10:20～10:30、12:00～12:10、17(土)・18（日） 12:00～12:10、15:30～15:40 

「ラグナロクオンライン 2」Dance Dance Special! 

「ラグナロクオンライン 2」登場キャラクターがゲーム世界から飛び出し繰り広げるパワフルダンスステージ。一足

先に「ラグナロクオンライン 2」の世界をお楽しみください。 

●9/16（金） 11:30～11:50、14:30～14:50、17(土)・18（日） 11:00～11:20、13:30～13:50 

GRAVITY ファンタスティック「レクイエム」 

出演者：韓国女性 4 人組-TWOJI- 

「レクイエム」キャラクターに扮した女性 4 人組 TWOJI のエレクトリック打楽器公演をはじめとする、「レクイエム」

BGM と TWOJI のライブが作り出すファンタジーワールドをお楽しみください。 

●9/16(金) 16:00～16:15、17(土)・18（日） 13:00～13:15、16:00～16:15 

「ラグナロクユーザーボランティア」スペシャル公演 

出演者：ラグナロクボランティアメンバー 

ラグナロクに惜しみない愛を注ぐユーザーの皆様の協力を得て、ラグナロクコスプレなどユーザーボランティア

の素敵な公演を予定しております。注目のイベントに乞うご期待！ 

●9/16(金) 15:30～15:45、17(土)・18（日） 10:45～11:00、14:15～14:30 

「レクイエム」アクションスリル‘じゃんけんぽん’ 

出演者：ご来場の皆様 

「レクイエム」的世界の中でスリル溢れる‘じゃんけんぽん’ゲームを行います。勝者には素敵なキャラクターグッ

ズをプレゼントいたします。 

●9/16(金) 13:00～13:20、17(土)・18（日） 13:15～13:35 

「ラグナロクオンライン 2」ゲームテーマプレゼンテーション 

出演者：「ラグナロクオンライン 2」作家 李命進氏、開発者 

「ラグナロクオンライン 2」作家の李命進氏と開発者達が登場し、ゲーム制作の背景やテーマについて皆様の質

問にお答えします。ファンサイン会も同時開催されますので、ふるってご参加ください。 

●9/16（金）～18（日） 14:00～14:15 

「レクイエム」幻想の世界へようこそ 

出演者：「レクイエム」開発者 

「レクイエム」の開発者が、ゲーム制作やゲームの背景を映像とプレゼンテーションを通じてご紹介し、皆様を「レ

クイエム」幻想の世界にご案内いたします。 

●9/16（金） 15:00～15:20、17（土）・18（日） 11:30～11:50、15:00～15:20 

 GRAVITY「スタイリア」ゲーム対戦 

  出演者：ゲーム進行案内員、ご来場の皆様 

「スタイリア」ゲーム進行案内員と参加者が 1 つのチームとなり 2 対 2 のゲーム対戦を繰り広げます。その様子

はスクリーンにて会場の皆様にご覧いただき、参加者の皆様には素敵なプレゼントをご用意しております。 

●9/16（金）12:30～12:45、17（土）・18（日） 10:20～10:35、12:30～12:45 

GRAVITY インフォメーションショウ 

「ラグナロクオンライン 2」「レクイエム」「スタイリア」「GRAVITY」に関する情報を映像と MC による説明でブリーピ

ング！さらに楽しいクイズショウに参加いただいた皆様には、素敵なプレゼントをご用意しております。 

●9/16（金）～18（日） 常時実施 

 Photo Photo -GRAVITY ブースへようこそ- 

GRAVITY ブース内に設置された「ラグナロクオンライン 2」「レクイエム」のセットを背景にゲームのマスコットガー

ルと記念撮影をお楽しみください。 
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●9/16（金）～18（日） 10:30～10:30、13:00～13:30 

 鐘よ響け!!宝箱から「ラグナロクオンライン 2」グッズが、、 

「ラグナロクオンライン2」のキャラクターに扮した進行員が鐘を鳴らすと、宝箱が出現!!宝箱からは来場者の皆様

への素敵なラグナロク関連グッズが溢れ出します。たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。 

●9/16（金）～18（日） 常時実施 

みんなで作る「ラグナロクオンライン 2」 

「ラグナロクオンライン 2」ゾーンの受付コーナーでは、皆様のご意見やご要望をお受けいたします。抽選で素敵

なプレゼントと「ラグナロクオンライン 2」クローズβ参加優先権を差し上げます。 

●9/16（金）～18（日） 常時実施 

「レクイエム」コスプレショウ 

GRAVITY の「レクイエム」ゾーンでは、セクシーでホラー度満点のキャラクターコスプレパフォーマンスを行いま

す。記念撮影サービスにもふるってご参加ください。 

●9/16（金） 11:00～ 

 GRAVITY 新作「ラグナロクオンライン 2」ランチングショウ 

出演者：GRAVITY 会長 金正律、「ラグナロクオンライン 2」開発マネージャー、「レクイエム」開発マネージャー 

東京ゲームショウ 2005 で初公開するラグナロク 2 の制作発表会 

「ラグナロクオンライン 2」プロモーションビデオ公開、BGM 契約発表 他 

●9/16（金） 11:40～11:50 

GRAVITY ユーザーボランティア任命式 

出演者：GRAVITY 会長 金正律、ユーザーボランティアの皆様 

ラグナロクユーザーボランティアに選ばれたユーザーボランティアの任命式を行います。ボランティアの皆様に

は日本でのクローズβ参加優先権と、TGS 期間中 GRAVITY の広報大使として活躍して頂きます! 

クリーク・アンド・リバー社 

★弊社サービスのご紹介 

 ○サービス概要のパネル展示 

 ○パンフレット配布 

 ○アンケート配布 

※アンケートにご協力いただいた方には、先着でノベルティグッズをプレゼントいたします！ 

★情報のご提供 

 ○クリエイティブ業界動向 

ｅｔｃ・・・ 

クレスト 

好評フリー配布中のバイク便シミュレーションゲーム“Rider”を、実際のバイク便会社である株式会社バイク急便の

協賛を得て、ゲームショウに向けてバージョンアップさせます。展示空間はバイク急便で実際に配送に使用されて

いるバイクを展示し、その前面にゲーム画面を投影するという空間を作りました。 ゲームにランキング機能を設

け、ランキング上位者には記念品を贈呈するなど、異例の異業種間協調ならではのブースとなる筈です。 

両社ともに、この展示が事故撲滅の一石となる事を期待しております。 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 11：00～、13：00～、15：00～ 

 1 分でも早く届けたい――“Rider”特急チャーター便 

  出演者：ご来場の皆様 

  ランキング機能を設けた“Rider”でご来場の皆様に遊んで頂きます。上位者には記念品を謹呈。 
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KDDI 

ブロードバンド対応のネットワークゲームシステム「マルチマッチング BB（ＭＭＢＢ）」に対応したオンラインゲームの

プレアブル展示（体験コーナー）やイベントステージでのＭＭＢＢサービス、対応タイトル紹介プレゼンテーション等

を行います。さらに人気アイドルの井上ゆりなさん（ＭＭＢＢイメージガール）によるイベントも予定しております。 

【実施イベント】 

●9/17（土）～18（日） 14:00～15:00 

 SNK vs KDDI オンラインゲーム大会 ※17 日…ネオジオ バトルコロシアム大会 

 18 日…ザ・キング・オブ・ファイターズ・ネオウェイブ大会 

出演者： 9/17…野中政宏様・弓雅枝様・モンスター前塚様 

 9/18…野中政宏様・安井邦彦様・ほりえかおり様 

SNK プレイモアチームと KDDI チームに分かれ、オンラインゲーム大会を開催！両ブースの対戦の模様はライブ

カメラで二元中継！さらに KOF の声優陣がゲストで参加。(一般入場者対象) 

●9/17（土）～18（日） 12:00～13:00 

 モンスターハンター2
ドス

（dos）最速ゲーム大会 

出演者：井上ゆりな（ＭＭＢＢイメージガール） 

来場者の皆様から募集し、4 名 1 チームで「モンスターハンター2」のゲーム大会を行います。クエスト攻略の早さ

で競い、優勝チームには特製プレゼントを贈呈。またステージ上では、カプコン担当者様による実況解説を行い

ます。 

●9/17（土）～18（日） 随時開催 

 ＭＭＢＢスタンプラリー 

ＫＤＤＩブース・カプコンブース・ＳＮＫプレイモアブースをつなぐスタンプラリーを開催。素敵なオリジナルプレゼン

トをご用意しています。ぜひご参加ください。 

●9/17（土）～18（日） 10:30～10:45 

 井上ゆりな カプコンブース突撃レポート! 

出演者：井上ゆりな（ＭＭＢＢイメージガール） 

ＭＭＢＢイメージガール井上ゆりなちゃんがカプコンブース内「モンスターハンター2
ドス

（dos）」コーナーの突撃レポ

ートを行います。その模様をＫＤＤＩブースで放映。 

●9/17（土）・18（日） 15：00～15：30 

 井上ゆりな ＳＮＫプレイモアブース訪問 

出演者：井上ゆりな（ＭＭＢＢイメージガール） 

ＭＭＢＢイメージガール井上ゆりなちゃんがＳＮＫプレイモアブースにてＭＭＢＢのサービス内容をがんばって説

明します。みなさま応援よろしくお願いします。 

ゲームインフィニティ～G★ ［韓国］ 

会場でチェック！ 

(game)land ［ロシア］ 

ゲームランドはロシアの優れた出版社です。多くのファンを持ち、現在 17 誌を発行しています。この内、ゲーム部門

からは３誌を発行しています。「GameLand」は隔週発行のマルチプラットフォームの雑誌、「PC Games」は PC マー

ケット向け月刊雑誌、「Bulletin of Russian Gaming Industry」はゲーム出版者、開発者、ディストリビュータ向け業界

誌です。この業界誌ではロシアにおけるゲーム市場の分析と統計調査を行なっています。 
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ゲオ・ビービー 

会場でチェック！ 

元気 

元気ブースでは、PS2 用ソフト『戦神-いくさがみ-』『必殺裏稼業』を展示いたします。さらに、体験版の配布や黒

BUTA 元気ガールズの撮影会などを予定しています。 

【実施イベント】 

●9/17（土） 3 回開催予定 

ヤングマガジンプレゼンツ「山崎真実」トークショウ＆撮影会 

出演者：山崎真実 

ミスマガジン 2004 読者特別賞を受賞した「山崎真実」ちゃんのトークショウ＆撮影会です。『戦神-いくさがみ-』

体験版プレゼントもありますよ。さらに、ヤングマガジン特製グッズがもらえるかも？！ 

●9/18（日） 3 回開催予定 

黒 BUTA 元気ガールズトークショウ＆撮影会 

出演者：鈴木夏美、長崎莉奈、海川ひとみ 

ヤングマガジンと元気のコラボユニット、「黒 BUTA 元気ガールズ」の３人、鈴木美夏ちゃん長崎莉奈ちゃん海川

ひとみちゃん達のトークショウ＆撮影会です。体験版プレゼントもありますよ。 

●9/17（土） １回開催予定、9/18（日） 3 回開催予定 

 必殺裏稼業テーマソング「真帆花ゆり」リサイタル 

出演者：真帆花ゆり 

必殺裏稼業エンディングテーマを歌う「真帆花ゆり」さんのリサイタルです。トーク＆歌をお楽しみください。 

コアカラーズ 

タグふれんずは、みんなが使っているブログやホームページに「タグ」と呼ばれるキャラクターチャットのスペースを

提供するサービスです。 

タグふれんずでは、「タグ」上で、友達と気軽な会話を楽しんだり、集めたアイテム（家、変わった植物、ガラクタ）な

どで、「タグ」を飾りつけることができます。 

また、タグふれんずについている「ふれんずリンク」を使うと、友達をたくさん増やす事ができ、交流の幅を広げる事

ができるコミニケーションツールになります。 

皆さんも是非、タグふれライフを楽しんでみてください。 

コーエー 

会場でチェック！ 

コナミ 

今回のコナミブースは、シリーズ初のオンラインシステムを導入した『METAL GEAR SOLID 3 SUBSISTENCE』、そし

てシリーズ最新作、最大のスケールとなる『幻想水滸伝Ⅴ』がいよいよ登場、そのほか話題のラインナップが目白

押しです。 

次世代機の特別映像、新情報満載のイベントステージ、体験プレイなど必見のエンタテインメントでお送りします。 

サンワサプライ 

FPS 系ゲーム「FRONT MISSION ONLINE」に最適な入力装置「FPS バトルスティック」など、実用的かつユニークな

デザインの周辺機器を開発。ゲームコントローラーをはじめマウス、キーボード、スピーカー、ヘッドホンなどさまざ

まな周辺機器を出展いたします。 
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ジーデックス 

GDEX ブースではヨーロッパで大人気の格闘ゲームシミュレーター「BODYPAD」をはじめ、世界の TOP プロゲーマ

ーが愛用しているゲーミングギアを体験する事ができます。 

【実施イベント】 

●9/17（土） 14：00～16：00、9/18（日） 13：0０～15：00 

 本場フランスのプロプレイヤーに挑戦！「フレデリック パンチアウト」！ 

出演者：フランスから BODYPAD プロプレーヤーが来日！国内トッププレーヤーも参加！ 

ヨーロッパで大人気！格闘ゲームコントローラー「ボディパッド」の体験コーナーとトーナメントイベントを開催しま

す！本場フランスからプロプレイヤーも来日！プロに勝利すれば豪華賞品をプレゼント！ 

スキャンソフト 

会場でチェック！ 

スクウェア・エニックス 

会場でチェック！ 

セガ 

今年もセガは巨大ブースを出展。「ソニック」シリーズの最新作など、話題のタイトルを数多くそろえ、さらに特設ステ

ージ上にセガ史上最大の大画面モニターを設置し、大迫力の映像を皆様にお届けします。また、次世代映像の上

映や開発による注目タイトルの紹介、豪華ゲストを招いてのトークショウ等々、ステージイベントも盛りだくさんの内

容です。セガブースにぜひお越しください。 

【実施イベント】 

●9/17（土）・18（日） 13：00～、15：15～ 

 SEGA THE Future! SPECIAL 

セガが掲げる「次世代のゲームクオリティ」を大画面にてダイナミックにプレゼンテーション。お客様が最も聞きた

いセガの掲げるビジョン、クリエイティブの表現力をクリエイティブオフィサー中裕司が語ります。 

●9/17（土） 11：00～、12：00～、14：15～、16：00～、9/18（日） 11：00～、12：00～、14：15～ 

 Beat! And Groove! SEGA the Future! 

セガが誇る最新の次世代映像を上映。見るものの五感を揺さぶり心に響く和太鼓の小気味良いパーフォーマン

スで、見るものの魂を揺るがします。映像・光・音がリンクし、セガブース全体がダイナミックに躍動します。 

●9/17（土） 13：45～ 

 RF online 

圧倒的なスケールと、爽快かつスリル溢れるスピード感、そして３種族の熾烈な攻防を、美しいグラフィクと共に

ドラマチックに楽しめる「RF online」の世界を紹介します。ここでしか聞けない最新情報も公開予定です。 

●9/17（土）・18（日） 14：45～ 

 ファンタシースターユニバース 

壮大なストーリーと魅力的なキャラクターと共に、新たな伝説を奏でる「ファンタシースターユニバース」。プロデュ

ーサー見吉とディレクター酒井、そしてカレン・エラ役の田中理恵さんの三人で紹介します。 

●9/18（日） 13：45～ 

 クロムハウンズ（仮称） 

メカアクションジャンルで業界屈指のフロム・ソフトウェアとセガの強力タッグでお届けする「クロムハウンズ（仮

称）」。フロム鍋島プロデューサーによる実機を使っての作品解説、多人数対戦のプレゼンを実施します。 
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●9/18（日） 12：20～ 

 SEGA×BLEACH プロジェクト 

出演者：黒崎一護 役 森田成一さん、朽木白哉 役 置鮎龍太郎さん、市丸ギン 役 遊佐浩二 さん 

コミックをはじめ、様々な分野で人気沸騰中の「BLEACH」がセガとがっちり手を組んだプロジェクト。アニメキャラ

クターの声優を招いてのトークショウを開催します。（※観覧には整理券が必要となります） 

●9/17 16：30～ 

 赤ちゃんはどこからくるの？ 

あの伝説の“ラブラビッツ”が襲来。名曲「きみのためなら死ねる」をはじめ、新曲「赤ちゃんはどこからくるの？」

を披露します。 

●9/18（日） 16：15～ 

 赤ちゃんはどこからくるの？／グランドフィナーレ 

セガブースのグランドフィナーレ。セガラインナップ映像と共に、「Ｈ．」のLIVEで盛り上げます。でも、LIVE中あの

ラビラビッツが……。2005 年のセガブースのグランドフィナーレにご期待ください。 

※ステージの内容・時間は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい。 

セガ・ロジスティクスサービス 

復刻版セガサターンコントロールパッドを世に送り出したセガ・ロジスティクスサービスが今年も東京ゲームショウに

出展します！お待たせしてすみませんでした！昨年、同ブースにて発表し、大きな反響をいただいた PS2 対応ワイ

ヤレスコントローラ SurfWave を、ようやく皆さんにお披露目することができます！ぜひ、その質感・操作性をお試しく

ださい！また、今までのラインナップだけでなく、ビッグサプライズをご用意しております。それらをお試しいただくた

めにミニゲーム大会も実施予定！皆様の期待を裏切らないセガ・ロジスティクスサービスに、ぜひ遊びに来てくださ

いね！！ 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 各日 4 回程度（時間はブースにて発表の予定） 

 ミニゲーム大会 

  既存の製品や、これから販売を予定している試作品を試遊していただくためのミニゲーム大会です。 

ソウル市パビリオン ［韓国］ 

  BinaryCraft Corporation 

コンソールゲームをはじめ、オンラインゲーム、携帯用ゲーム開発を網羅する独歩的なインターアクティブゲー

ム開発社への成長を目標として、新しいエンターテインメント文化の軸を導くバイナリクラフトになりたいと思いま

す。 

  CFN Co.,Ltd. 

「RobotCap」：実際にロボットを無線方式（赤外線通信）で操縦し、景品を直接引き出せる無線ロボットアケードゲ

ーム機。ロボットを制御するスティックやボタン（赤外線送信部）と無線ロボットが融合。誰もが練習すると狙う景

品が得られるゲーム機。無線機器に電源を供給するシステムー特許登録（韓国）、特許出願（日本）。2004 年韓

国ゲーム大賞優秀賞など。 

  COONG Entertainment Inc. 

Beat Game, BeatBoxStudio の開発社 COONG Entertainment のブース。BeatBoxStudio は BeatBox を実際に習

いながら楽しめるゲームで、マイクをメイン装置として使用する。ビギナーに BeatBox の基本理論、発音方法な

どを組合わせてリズムを作っていく方法をゲームしながら習わせ、習得した基本技でマイクを利用し公演をする

といった内容。 
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 DreamSuare Co.,Ltd. 

新概念ポートスタンプ自動販売機である「アパン（Apang)」を紹介する。ソウルパビリオンの中では唯一 2 小間で

展示。アパン 2 台、パンフレットなどの広報物、および広報担当者 2 人が新概念ポートスタンプ「アパン」の全般

的な紹介と投資・輸出相談を行う。 

  E3NET CO.,Ltd. 

アーケード市場で独歩的な地位を確保したコイン・スタック（Coin Stack)をはじめ、コイン・スタック２、コイン・スタ

ック 2006、マジックコインなど、新しいシリーズが登場するたびセンセーションを起こした E3NET。高い質のグラフ

ィックと変化するシステムをもってゲームの水準を一段ずつ引き上げ完成度を高めています。また、パズルゲー

ムやレーシングゲーム、RPG ゲームなど、ユーザーのニーズに応えるため挑戦を続けています。 

  KNetP Co.,Ltd. 

中国宋時代、林只の活躍を背景にしたアクション RPG ゲームの「Suhoji(水滸詩)」と、朝鮮時代名医である許浚

を主人公としたメディカル RPG ゲームの「Heojun(許浚)」を紹介する。小説「水滸詩」を背景にしているゲーム

「Suhoji(水滸詩)」は、５つのミッションから構成されていて、各ミッションに１５ヶ所の戦闘地域が存在する。戦闘

はフィールド戦闘で、多様な技術を表現し強力な Effect を見せてくれる。ゲームの中でのリアルティックなキャラ

クターの打撃感は、モバイルゲームの限界に挑戦するものである。一方、「Heojun(許浚)」は、ゲーム進行方式

を Question 方式で構成し、各ステージごとに異なる Question で進行しながら各種治療法を習得し患者を治療す

るメディカル RPG ゲームである。巨大な３つのマップから構成されていて、総 21 個の Question がある。 

 Mirinae Entertainment Inc. 

Khan とともにユーラシアを征服しよう! 

ゲーム製作において深い歴史を持つミリネエンターテイメントが心血を傾けてサービス開始した Khan はモンゴ

ル高原で始めたジンギスカンの征服戦争がヨーロッパという最後の関門を残したまま突然軍隊を東に退却する

ことから始まる。なぜ？ 

またジンギスカンに先立って世界を統一しようとした絶対者 ガイサル。彼もジンギスカンに比べるに値する絶対

者だったが、その残忍な性分のため歴史に名前さえ残すことができずに。ガイサルが去って数十年、今魔界君

を導いてジンギスカンの前に現われた…… 

  Mowelsoft Inc. 

韓国の戦車 MMOG、ブリッツ 1941 の開発社 Mowel Soft のブース。オープンβサービス中のブリッツ 1941 は 3D

戦車 MMO ゲーム。最大 3000 人の接続が可能で一つの戦場に 200 人のプレーヤー戦車が同時にリアルタイム

戦闘が出来るオンラインゲームです。ブリッツ 1941 は第 2 次世界大戦の時、ドイツとロシアの間に起ったドイツ-

ロシア戦という独特の素材を採用したゲームで歴史的に実存した Tiger や T-34 のような有名な戦車たちが登場

する。 

  Web EnG Korea Co.,Ltd. 

WebEngKorea は無線インターネットコンテンツ開発・サービス企業として、現在韓国移動通信３社を対象に各種

コンテンツ制作、サービス、技術開発、流通事業など統合事業を展開しております。海外無線インターネットサー

ビス・流通事業・技術交流事業も活発に行っていて、すでに弊社の無線インターネット関連技術・サービスは国

内外で認められています。東京ゲームショウ 2005 ではモバイル 3D ゲームのレベル高い質と多様な 2D ゲーム

を展示し、斬新なモバイルコンテンツを提案いたします。 

ソニー・コンピュータエンタテインメント 

会場でチェック！ 

タイトー 

会場でチェック！ 
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台湾ゲーム館 ［台湾］ 

 EASYFUN Entertainment 

「Holy Beast Online」は完全 3Ｄの東洋的で不可思議な雰囲気を持つオンラインゲームであり、そこでは神妖がと

もに存在する幻想的な空間世界が構成されています。このゲームの全世界はそれぞれ：水の竜族、火の鵬族、

木の犬族、土の猿族、風の牛族、金の虎族という六族によって支配されています。アニメのような雰囲気のある

妖族の人物造型、その上さらに自由に変換可能に獣型の独特なゲーム方法などが加わって、ゲームプレーヤ

ーによって新たな体験をすることになるでしょう。 

 SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC. 

今回ソフトスターより、東京ゲームショウでの出展の主軸はユーザから最も期待されているオンラインゲーム《飛

天歴険》。このゲームは華人地区で好評の《軒轅剣》シリーズ作を元に開発、1990 年以来、《軒轅剣》シリーズの

プレイ経験を持っているユーザは既に２億人を越えています。《飛天歴険》は中国神話の世界、「崑崙鏡」を主軸

としています。その 3D で可愛らしい中国風なグラフィックデザイン、そしてオリジナルの「煉妖壺システム」と「御

剣飛行」、これは他のオンラインゲームでは存在しないアイデアです。 

 Zeroplus Co., Ltd.  

台湾から初参加のゼロプラスです。私達のブースでは「モーションガン」「ＬＣＤガン」のニュースタイルライトガン２

点を体験することができます。これらのライトガンは PS2、Xbox、そして PC ゲームにも対応し、さまざまなガンシュ

ーティングゲームがプロジェクションスクリーンや液晶画面上で楽しめます。これまで FPS（First Person Shooting）ゲ

ームで経験することのできなかった感覚的な実感が「モーションガン」を使うと簡単軽快に体感できます。また「Ｌ

ＣＤガン」を使って各種シューティングゲームをいろいろな画面上で楽しめ、正確性、簡便性、アプリケーションの

多様性などを確認できます。ぜひゼロプラスブースでこれらの新しいライトガンを体験してみてください。 

 台湾貿易センター  

台湾の対外貿易を促進するための公的な組織。設立以来、台日間の貿易の振興、台湾企業の日本市場への

進出、同時に日本企業の台湾での市場開拓を支援しています。今回も台湾ゲーム界のリードメーカーを集結、

最新のオンラインゲームと周辺機器を台湾ゲーム館で展示します。出展社を下に紹介します。 

ZEROPLUS TECHNOLOGY CO.,LTD.－http://www.zeroplus.com.tw 

SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.－http://www.softstar.com.tw 

EASYFUN ENTERTAINMENT CORP.－http://www.easyfun.com.tw 

ディースリー・パブリッシャー 

ディースリー・パブリッシャーブースでは、SIMPLE2000 シリーズをはじめ、Disney タイトルやフルプライスタイトルな

ど、たくさんの新作をラインナップ。また、声優トークショウや、お姉チャンバラの彩のコスプレ撮影会などのイベント

も盛りだくさんです。「東京ゲームショウ２００５」にお越しの際は、是非ディースリー・パブリッシャーブースにお立ち

よりください！ 

【実施イベント】 

●9/17（土） 

ラブ☆ライブ２００５ 

出演者：後藤邑子 

双葉理穂の声優としておなじみの「後藤邑子」さんの歌とトークの楽しいイベントです。 

●9/17（土） 

K-1 World GP 2005 トーナメントバトル！！ 

出演者：来場者の中から８名を選出。 

「K-1 World GP 2005」ゲームを用いてのトーナメントゲームバトル。豪華景品も多数有り。奮ってご参加ください。
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●9/18（日） 

乙女ゲームライブ＆トークショー 

出演者：声優の方数名（スケジュール調整中） 

D3P の乙女ゲーム「うるるんクエスト」と新作「ラストエスコート」のライブ＆トークショー 

●9/16（金）～18(日) 

お姉チャンバラ２イベント（コスプレ彩も登場） 

出演者：製作スタッフ、彩コスプレモデル 

ゲーム概要や製作秘話のトークショー＆コスプレ彩の写真撮影会。 

●9/17（土）～18(日) 

Disney「チキン・リトル」ゲーム大会 

出演者：未定 

Disney「チキン・リトル」の発売を記念し、ゲーム大会を実施。勝ち残った参加者に「チキン・リトル」フィギュアをプ

レゼント。 

DISC GO TECHNOLOGIES ［米国］ 

会場でチェック！ 

テクモ 

最新ハード Xbox360 専用ソフト『DEAD OR ALIVE 4』をはじめ、PlayStation 2 専用ソフト『モンスターファーム 5 サー

カスキャラバン』、ＰＳＰ専用ソフト『KARAKURI』、Xbox 専用ソフト『NINJA GAIDEN Black』とバリエーション豊かなソ

フトを出展します。まだ見ぬ未発表タイトルも出展予定。 

トッププレイヤー 

会場でチェック！ 

トミー 

「ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－」・「ＺＯＩＤＳ（ゾイド）」の２大キャラクターをメインに、ステージとともに常に盛り上がり、迫力

のあるバトルシーンを再現します。 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 

 ゾイドフルメタルクラッシュ大会 

●9/16（金） 

 激闘忍者大戦！4 体験 

●9/17（土）・18（日） 

 NARUTO なりきり大会 

●9/17（土）・18（日） 

 NARUTO RPG2 トーナメント大会 

●9/17（土）・18（日） 

 声優トークショー 

●9/17（土）・18（日） 

 激闘忍者大戦！3 トーナメント大会 
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ナムコ 

ナムコブースでは、ついにシリーズ 10 周年を迎えた RPG『テイルズ オブ ジ アビス』、剣劇対戦アクションシリーズ

最新作『ソウルキャリバーⅢ』など話題のタイトルをはじめ、携帯ゲーム機対応ソフトや MMORPG『テイルズ オブ 

エターニア オンライン』、さらには注目の Xbox360 対応ソフトなど多数のゲーム試遊展示を予定しています。17 日･

18 日両日には楽しいステージイベントも実施予定です。展示ホール 5 奥側、株式会社バンダイ様と共同でのブース

出展となります。皆様のご来場をお待ちいたしております。 

【実施イベント】 

●9/17（土）・18（日） 12：00～13：30 

 『テイルズ オブ ジ アビス』スペシャルステージ 

出演者：ゲーム出演声優、ナムコ開発担当プロデューサー 

『テイルズ オブ』シリーズ 10 周年の今年、満を持して発表となった“テイルズ オブ ジ アビス”の魅力を余す所

無くご紹介するステージです。ナムコ開発プロデューサーの他、ゲーム出演の声優の方々が登場予定。 

●9/17（土）・18（日） 15：30～16：30 

『ソウルキャリバーⅢ』スペシャルステージ＆ゲーム大会 

出演者：ナムコ開発担当プロデューサー 

発売間近となった剣劇対戦アクションシリーズ最新作『ソウルキャリバーⅢ』を開発プロデューサー自らがご紹介

します。来場者参加のゲーム大会も開催予定です。 

NUBYTECH ［米国］ 

アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスから、テレビゲーム機の周辺機器製造メーカー、NUBYTECH が今年初めて

の出展！!ライセンス製品の開発に力を入れており、現在では 20 以上のライセンスを受けています。パッケージデ

ザインにもこだわった製品の数々、初公開の新製品を皆様の目で実際にご覧ください。ちょっとした記念品を用意し

て、皆様のお越しをお待ちしております！ 

HAVOK ［米国］ 

Havok は Havok Complete と HydraCore を通して、次世代プラットフォーム用の最先端フィジックス、アニメーション・

ブレンディング、マルチコア・サポートをご紹介します。 

ハムスター 

東京ゲームショウに“ゲーセン”が出現！？プレイステーション２で話題となっている 1980、90 年代レトロアーケード

ゲームの決定版『オレたちゲーセン族』の第２弾をいち早くプレイできるチャンス！ 

しかも“プレイステーション２版”の展示のみならず、同タイトルの昔懐かしい“テーブル筐体版”との並列展示となり

ます。 

最近疲れ気味のアナタ！懐かしいゲームに囲まれて日ごろの疲れをリフレッシュしてみてはいかがでしょうか？ 

なお、当日は『オレたちゲーセン族』シリーズの“次期ラインアップ大アンケート”を実施予定。往年のゲーセン族そし

て現役ゲーセン族、ＴＧＳはハムスターブースに集結だ！！ 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 時間調整中 

 オレゲー第２弾ハイスコア大会 

出演者：オレゲーリーダー＋来場者フリー参加 

オレゲー第２弾でそれぞれのハイスコアを競うゲーム大会です。上位入賞者は弊社ＨＰにてランキング名を発表

します。更に“達人プレイ”を見せてくれた人は、オレゲー商品同梱ＤＶＤに出演のチャンスがあるかも・・・。 
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●9/16（金）～18（日） 会期中終日実施予定 

 オレゲー次期ラインアップ大アンケート 

『アナタの想い出を形にしてみませんか？』 

オレゲーシリーズの次期ラインアップアンケートを実施します。この結果を基にオレゲー シリーズは今後のライ

ンアップを決定していきます。アナタの想い出をアンケートにぶつけてください！！ 

バンダイ 

この冬発売予定の新作タイトルがゾクゾク登場！アーケードで大人気の「機動戦士ガンダムSEED 連合ｖｓ

Z.A.F.T.」や、発売直前を迎えたドラゴンボールの新作「ドラゴンボールZ Sparking！」など話題の新作が満載です。

その他にもお馴染みの大人気キャラのゲームが盛りだくさん！任天堂とのＧＣ「ＳＤガンダム ガシャポンウォーズ」

は体験版も配布予定。３面の大型スクリーンを使った特別編集映像集によるド派手な映像演出も要チェック！今年

は人気声優も登場する「ガンダムゲームステージ」も実施予定なので、是非ともバンダイブースへお越しくださ

い！！ 

【実施イベント】 

●9/17（土）・18（日） 時間調整中 

機動戦士ガンダム バトルステージ in TGS2005 

出演者：古谷徹（声優/予定）、保志聡一郎（声優/予定）、堀内美康（バンダイ ガンダムチーフプロデューサー） 

アーケードでも大人気の「機動戦士ガンダム SEED 連合 vs.Z.A.F.T.」のプレイステーション２版で対戦バトルを実

施。声優同士や一般参加の対戦も実施予定。その他のガンダム最新タイトルの情報も要チェック！ 

ビッグワールド／ソリッドネットワークス／トライメディア 

ビッグワールド： 

多人数接続型オンラインゲーム開発のための最も先進的な統合型ソリューションです。スケーラブルで、障害に

強く、一空間に何百人ものプレイヤーが接続する真のMMOGが構築できます。 

ソリッドネットワークス： 

長年の実績と運用経験をもとに、データセンター、サーバ運用、課金システム、顧客サポート、オンラインゲーム

運営(GM業務、イベント企画、コミュニティ管理等)などのアウトソーシングをご提案いたします。 

トライメディア： 

PC ゲーム等のソフトウェアを暗号化し、ダウンロード、パッケージ、P2P で流通させるための著作権保護、課金

決済、ホスティング、顧客サポート等の各種サービスを提供しております。 

フジワーク 

フジワークは常に新しい夢に挑戦しています。 

今年の目玉の一つはプレイステーション２用コントローラの最終製品「極」。 

そして、メディアレコーダー『ＰｖｒＡｌｅｘ』です。次世代の動画圧縮技術「Ｈ．２６４/ＡＶＣ」を搭載し、高画質+高圧縮+リ

アルタイム録画を実現した家庭用メディアレコーダーです。東京ゲームショウ２００５ フジワークブースにてその実

力を感じてください。 

その他のゲーム周辺機器も出展いたします。皆様のお越しをお待ちしております。 

ブロッコリー 

コミュニケーションエンタテインメント、株式会社ブロッコリーの活動は、キャラクタービジネス、アニメーション企画・

製作、ゲーマーズの運営、音楽 CD 製作など多岐に渡ります。 

ＴＧＳ２００５のブロッコリー展示ブースはステージをメインに華やかにおおくりします。東京キャラクターショー2005 で

発表された、PS2 専用ソフト「ギャラクシーエンジェル II」他、ラジオや CD で幅広い展開を広げつつある「クロスワー

ルド」、カードゲーム関連等、盛り沢山の内容です。ご期待ください！ 
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【実施イベント】 

●9/17（土）・18（日） 11:30～12:30 

ギャラクシーエンジェルⅡ 

出演者： 17(土)・18(日) 稲村優奈・明坂聡美・中山恵里奈・白川りさ（MC） 

 17(土) 平野綾、18（日） 花村怜美 

詳細未定 

●9/17（土）・18（日） 12:00～12:30 

サイン会１ 

出演者：17（土） 稲村優奈・平野綾、18（日） 稲村優奈・明坂聡美 

詳細未定 

●9/17（土）・18（日） 12:45～13:15 

 ディメンション・ゼロ 1 

出演者：17（土） 中村聡・平野綾・亀岡真美（MC）、18 日（日） 中村聡・亀岡真美（MC） 

●9/17（土）・18（日） 13:30～14:00 

クロスワールド 

出演者：17（土） 阿澄佳奈・井口裕香、18（日） 阿澄佳奈・井口裕香・徳永愛 

詳細未定 

●9/17（土）・18（日） 14:30～15:00 

ディメンション・ゼロ 2 

出演者：17（土） 中村聡・平野綾・亀岡真美（MC）、18（日） 中村聡・亀岡真美（MC） 

詳細未定 

●9/17（土）・18（日） 15:15～15:45 

サイン会２ 

出演者：17（土） 明坂聡美・中山恵里奈、18（日） 阿澄佳奈・井口裕香・徳永愛 

詳細未定 

●9/17（土）・18（日） 16:00～16:30 

 ギャラクシーエンジェルⅡ 

出演者：17（土） 稲村優奈・明坂聡美・中山恵里奈・白川りさ（MC） 

 17（土） 平野綾、18（日） 花村怜美 

詳細未定 

●9/17（土）・18（日） 

 ディメンション・ゼロ講習会 

ステージの合間には、超大型新作カードゲーム「ディメンション・ゼロ」の講習会を随時開催いたします。 

ホロン

株式会社ホロン（社長：脇坂龍治 本社：東京都新宿区）は、9 月 22 日に、ゲームのセーブデータや音楽ファイルな

ど、PSP データのバックアップ・管理ができ、かつ、PSP 用動画を活用できるパソコン・ソフトウェア「VideoVault」（ビ

デオボルト）を、全国のパソコン量販店・家電量販店にて発売します。また、発売に先駆けて、東京ゲームショウ

2005（幕張メッセ、9 月 16-18 日）にて、展示デモを行います。 
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【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 会期中随時実施 

 もっと PSP で動画を楽しもう！ 

出演者：山本 Jag 子、他 

ゲームのセーブデータや音楽ファイルなど、PSP データのバックアップ・管理ができ、かつ、PSP 用動画を活用で

きるパソコン・ソフトウェア「VideoVault」（ビデオボルト）の展示デモを行います。 

マイクロソフト 

会場でチェック！ 

メディアワークス 

10 月 27 日創刊の新雑誌“電撃「マ）王”のプロモーションを行います。連載されるコミックや小説の読みどころがひと

目でわかる小冊子“おためし「マ）王”の配布や、連載作家のサイン入り色紙ほか超豪華な景品が当たる、創刊記

念大福引大会を実施。さらに当日は、人気作家田中久仁彦氏による、電撃「マ）王イメージキャラクター「マオちゃ

ん」のコスプレイヤーも特別来場！ あわせて、オンラインゲーム専門誌「電撃オンラインゲーム」や発売直後の「電

撃プレイステーション ガールズスタイル ＡＵＴＵＭＮ」など、書籍の物販も実施しますので、是非みなさん足を運ん

でください。 

モリガング 

モリガングブースでは、任天堂および、小学館プロダクションよりライセンスを受けた、ビデオゲームグッズを展示。 

大切なゲームソフトやゲーム機をキズや汚れから守り、スタイリッシュに持ち運べる収納グッズがいっぱい！9 月 10

日発売の「ニンテンドーＤＳ専用 ストレッチタッチペン」を実演！この操作感の違いをモリガングブースで体感してく

ださい。また、期待のゲームボーイミクロ関連商品も紹介させて頂きます。 

UKR GAME EXPORT ［ウクライナ］ 

会場でチェック！ 

ユービーアイソフト 

会場でチェック！ 

RAZER GROUP ［シンガポール］ 

製品の展示とゲーム周辺機器の紹介を行ないます。 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 10:00～17:00 

ＲａｚｅｒのＱｕａｋｅに挑戦：プロ対チャレンジャー 

出演者：ゲームの悪役女性 

撃ち合いゲーム 

RHOCEO CO., LTD. ［韓国］ 

Rhoceo ブースでは、韓国初の本格派競馬オンラインゲーム「競馬王オンライン」をはじめとした多様なゲームライン

ナップを日本の皆様に直接ご紹介いたします。育成、レース、ベッティングまでを網羅した「競馬王オンライン」の体

験コーナーでは実際のゲームに触れ、競馬ゲームの真髄をお楽しみいただくことができます。その他にも、豊富な

ダンジョンとクエストが見所の横スクロールアクション MORPG 作品プロジェクトネーム「R.MAN（仮称）」、Rhoceo の

自信作フル 3D オンライン対戦格闘ゲーム「RFC Online」等見どころ満載の Rhoceo ブースにご期待ください。 
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【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 10:00～17:00（1 時間毎に 30 分間イベント実施） 

 「競馬王オンライン」優勝馬を当てろ！ベッティングゲーム 

  出演者：イベント進行案内員、ご来場の皆様 

Rhoceo の自信作「競馬王オンライン」のレースを観戦しながら優勝馬を予測。見事優勝馬を的中したご来場の

皆様には素敵なプレゼントをご用意しております。ふるってご参加ください。 

●9/16（金）～18（日） 10:00～17:00（1 時間毎に 15 分間イベント実施） 

 “Rhoceo”クイズショウ 

  出演者：イベント進行案内員、ご来場の皆様 

Rhoceo のお送りするオンラインゲーム「競馬王オンライン」「R.MAN(仮称)」「RFC Online」に関するクイズをお届

けします。見事クイズに正解した皆様には素敵な賞品を差し上げます。 

●9/16（金）～18（日） 10:00～17:00（1 時間毎に 15 分間イベント実施） 

 “Rhoceo”オンラインゲームプレームービー紹介 

  出演者：イベント進行案内員 

Rhoceo の自信作「競馬王オンライン」「R.MAN(仮称)」「RFC Online」のプレームービーを日本初公開にて皆様に

ご案内いたします。 

●9/16（金）～18（日） 10:00～17:00 

 Rhoceo「競馬王オンライン」ゲーム体験ショウ 

  出演者：イベント進行案内員 

「競馬王オンライン」体験コーナーを設置、案内員のゲームの説明と共にゲームを体験いただいた皆様には記

念品もご用意しております。たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。 
 

モバイルコンテンツコーナー 

アビリット 

アビリット株式会社では、携帯電話公式サイト『アビリット共和国』を中心にお出迎え致します。携帯電話公式サイト

の体験コーナーをはじめ、スロット実機体験コーナー、PS2、グッズ紹介等の展示を致します。特にホールで大人気

稼動中の鬼浜爆走愚連隊のアプリは要チェック！！i-mode をはじめ EZweb や Vodafone Live!で配信予定のアプリ

を先行体験できるチャンスです。また、開催期間中は先着限定の鬼浜爆走愚連隊トレーディングカード、確率 1/2 で

もらえるプレゼント、毎日開催のプレゼント抽選等、盛り沢山のイベントでお迎えいたしますので是非ご来場ください。

アルゼ 

アルゼブースでは、この夏より運営を開始しました『アルゼモバイル』をはじめ、『アルゼ王国』、『スーパーリアル麻

雀』、『昇竜将棋』といった各公式携帯サイトの見どころを、実際の携帯電話を用いたサイト案内・アプリ試遊などに

より余すことなく紹介いたします。またブースにお越しいただいた、『アルゼ王国』、『スーパーリアル麻雀』、『昇竜将

棋』、各公式サイトの有料会員、もしくはブースにて有料会員になっていただいた方、各日 50 名様にシャドウハーツ

最新作『シャドウハーツ フロム・ザ・ニュー・ワールド』特製ピンズのプレゼントを予定しております。皆様のアルゼ

ブースへのご来場を、心よりお待ちしております。 

アンビション 

・ネバーワールドの世界観をリアルに表現したブース展示 

・実際に携帯電話でテストプレイ(ネバーワールドのキャラクターに扮した係員がプレイ方法を教えてくれます。) 

・オリジナルプロモーションビデオの放映 

・ゲームショウ出展記念オリジナルイメージサウンドトラックの配布 

・ネバーワールドオリジナルポスターの配布 
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インタラクティブ ブレインズ 

最先端の３Ｄゲームが勢ぞろい！！ケータイ各社の公式サイト「ハイエンド♪スタイル」では、ケータイ３Ｄゲームの

真髄が味わえます！インタラクティブブレインズ・ブースでは、話題沸騰中のケータイ初本格３Ｄ格闘ゲーム「フィス

トグルーヴ」を中心に、大人気ＲＰG「ディープラビリンス」、テクノサウンドとコラボしたレーシング「ライトストリーム」、

ポコスカアクションが楽しい「トイヘッズ」がプレイできます。更にブースでは、「フィストグルーヴ」に登場のユーリア

とミユに扮したＦG ガールズが皆様をゲーム世界にエスコート！！レアアイテムが貰えるプレゼント企画も予定！ 

気軽に立ち寄って、ケータイゲームの未来を体験してください！ 

クワトロメディア 

Docomo、au、Vodafone の３キャリア対応の、ゲームポータルサイト「超ゲー」、リアルユーザーとの通信対戦が可能

な「The★TableGames」を展示。 

落ち物系のオリジナルゲーム「キラクル」をはじめとした体験コーナーや、「オセロ」の通信対戦イベント、東京ゲー

ムショウ限定アプリも配布予定！ アプリゲームの王道、定番、新機軸を楽しめるブースはココだ！！ 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 会期中随時実施 

BTD STUDIO／クワトロメディアが扱う通信対戦可能なアプリ「オセロ」などでキャンペーンガールと対戦。見事、

勝利すると東京ゲームショウ限定のオリジナルグッズがもらえる！！  

コトブキソリューション 

ケムコのケータイゲームのご紹介！最新作から発売予定までラインナップ。ブースでは実機で体験できるぞ！ 

ジー・モード 

国内最大級！ケータイゲームのジー・モードが満を持してお届けする秋の新作タイトルを一挙大公開！『手のひら

からファンタスティック！』をコンセプトに、大作ＲＰＧや人気の「ゆるゆる劇場」シリーズなど新作タイトルを中心に展

示いたします。ＮＴＴドコモ、ａｕ、ボーダフォンの各公式サイトで配信中の８５０以上のタイトルから選りすぐりの人気

ゲームも展示。“いつでも・どこでも・誰とでも”楽しめるゲームコンテンツが勢ぞろいします！ブース内ではレアグッ

ズがもらえる対戦イベントなども実施予定、気軽に立ち寄ってファンタスティックを体験してください！！ 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日）実施予定 

シールズ 

2005年秋に配信を開始する、EZWeb対応ゲームサイト『モアキャラ★ゲームDX』で遊べるゲームを出展します。 

ゲーム中に「なすブー」「ウサクルミックス」「たまがにさん」をはじめとした、スキップモア制作のかわいいキャラクタ

ーたちが続々と登場し、遊ぶのはもちろん、見るだけでも楽しくなれるので、是非お立ち寄りください。 

また、現在作成中の本格派RPG「IL Sogno（イル・ソーニョ） ～夢の守人～」を参考出展します。 

ジグノシステムジャパン 

ゲーム→総合→得する追加ゲーム、微小女マニアックスの配信済み／検証中／開発中の30タイトルあまりの

BREWアプリを試遊できます。 

ブースではゲームに登場する雑誌「ピチレモン」のレギュラーモデルがお手伝いをします。11 月開設予定 Vodafone 

live!「本格メガゲームズ」のゲームも試遊できます。 

スパイシーソフト 

ケータイアプリポータルNo.1のアプリ★ゲットが発行する日本初ケータイアプリ専門定期刊行誌「月刊アプリ★ゲッ

ト」の、ここでしか入手できない「東京ゲームショウ限定版」を無料で配布。 

また全国のケータイアプリクリエータが作ったオリジナリティあふれるアプリから厳選したアプリと、公式アプリを使っ

たケータイアプリゲーム大会を開催。優れたハイスコアを出すと景品ゲット！ 
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【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 常時開催 

 アプリ★ゲットケータイアプリゲーム大会 

全国のケータイアプリクリエータがオリジナリティあふれるアイディアを基に制作したアプリゲームと、公式サイト

の人気アプリを使ったケータイアプリゲーム大会を開催！優れたスコアを出した方には景品も。 

大都技研／ディーピー 

大都技研公式の i モードメニューサイト「大都吉宗ＣＩＴＹ」 

・全国のホールを席巻した「吉宗」のスロットアプリや様々なコンテンツ紹介 

・話題の新機種「押忍！番長」のスロットアプリや様々なコンテンツ紹介 

・スロットアプリ「押忍！番長」ＤＸ版（仮）本会場にて初公開！ 

プレイステーション２用ソフト「大都技研公式パチスロシミュレーター 押忍！番長」本会場にて初公開！ 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 10:00～17:00 

 爺の福引 

簡単なアンケートに答えると、「吉宗」「押忍！番長」の大人気キャラが登場する福引抽選会に参加できます。豪

華景品を用意してお待ちしております。 

タカラ モバイル エンタテインメント 

タカラモバイルエンタテインメントブースではケータイサイトで 30 万人以上の会員を誇る『人生ゲーム』シリーズを大

出展！！実際にケータイを手にとってゲームをプレイし、会場でケータイサイトに入会すると素敵なプレゼントがもら

えるかも！！ 

巷で話題の『人生ゲーム』最新作が早くもケータイアプリに！？まだケータイでも配信していない『人生ゲーム』アプ

リを、どこよりも早くお披露目します！！ 

日本中の老若男女に愛され続けて 37 年。国民的ボードゲーム『人生ゲーム』の最新作が遊べる TME ブースを、ぜ

ひのぞいてみてください！！ 

トーメンテレコム 

トーメンテレコムは、海外で話題の携帯ゲームを続々日本に紹介しています。中でも今回の注目作は「モギィ！」

「蚊の逆襲」！ 

地図上のバーチャルアイテムを実際外に出て集めていく「モギィ！」は、他のプレーヤーとアイテムをトレードするこ

ともできるコミュニティゲーム。その輪は現在世界的に広がりつつあります。 

大人気の「蚊の逆襲」は、既にシリーズ化も決定！第２弾、第３弾ではカメラを使った最先端技術で更に楽しさ倍

増！！そして今回ブースでは謎の「蚊の逆襲」グッズがもらえるかも・・・！？ 

その他「ゲームジャポン！」「ポケットスポーツ」シリーズの楽しいゲームが目白押し！是非ご期待ください。 

トライ アンド リンク 

ゲーム World で展開しているモバイルゲームの最新作の発表や超有名作家の協力を得て展開する長編企画の発

表を行ないます。また、版権物などの移植企画も発表予定。 

ノキア・ジャパン 

ノキアは、モバイル・コミュニケーションにおける世界的リーダー企業で、携帯通信業界全体の持続可能な発展に

向けて常に取り組んでいます。 

当ブースでは、世界の Nokia の携帯電話をご紹介するとともに、国内ゲームメーカーによる Nokia の携帯電話上で

動くゲームを体験していただけます。 

Symbian OS 搭載端末や Java 対応端末の展示と、これら端末向けに各種ゲームを制作できるプラットフォームおよ

び開発環境等の紹介も行います。 
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BTD STUDIO 

Docomo、au、Vodafone の３キャリア対応の、ゲームポータルサイト「超ゲー」、リアルユーザーとの通信対戦が可能

な「The★TableGames」を展示。 

落ち物系のオリジナルゲーム「キラクル」をはじめとした体験コーナーや、「オセロ」の通信対戦イベント、東京ゲー

ムショウ限定アプリも配布予定！ アプリゲームの王道、定番、新機軸を楽しめるブースはココだ！！ 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 会期中随時実施 

BTD STUDIO／クワトロメディアが扱う通信対戦可能なアプリ「オセロ」などでキャンペーンガールと対戦。見事、

勝利すると東京ゲームショウ限定のオリジナルグッズがもらえる！！  

フロム・ソフトウェア 

たくさんの楽しみがぎゅっと詰まっている――「フロムカプセル」は、フロム・ソフトウェアが贈るケータイコンテンツの

シリーズ名称です。 

「フロムカプセル」ブースでは、この夏から順次リリースを予定している新作タイトルを多数ご紹介。 

コンシューマゲームタイトルでご好評をいただいている 3D 戦闘メカアクション「アーマード・コア」シリーズ、忍者活劇

「天誅」シリーズを中心に新規コンテンツを続々リリース！新たに参入するｉモードでは、ケータイの特性を活かした

遊び方をご提供。さらに、海外で大ヒットを記録した有名コンテンツの配信も予定しています！ 

今年の「フロムカプセル」は、個性的な魅力溢れるラインナップが勢ぞろいです。どうぞお楽しみに！！！ 

UNISHENG ［中国］ 

会場でチェック！ 

ワークジャム 

ハードボイルドミステリー『探偵 神宮寺三郎』。コミカルショートミステリー『謎の事件簿』と、そこから飛び出したＲＰ

Ｇ『謎じけ冒険録』。そして、人気アニメをゲーム化した『ローゼンメイデン』、『学校のコワイうわさ 花子さんがき

た！！』など、たくさんのケータイアプリタイトルをプレイアブル出展！ 遊び放題です！ 

ブースに遊びに来てくれた方には先着にてワークジャム特製グッズをプレゼントしますので、どうぞお早めに！ 

更にご自分のケータイを持ってくると、ゲームショウ開催記念アプリが特別に遊べたりと、いいこといろいろあるかも

……！？ 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 会期中常時実施 

  あなたのアプリでプレゼントゲット！ 

ご自身の携帯電話に『探偵 神宮寺三郎』『謎の事件簿』『謎じけ冒険録』『ローゼンメイデン』『花子さんがき

た！』のいずれかをお持ちの方は弊社ブースにてお見せ下さい。特製グッズを先着にてプレゼントします！ 

 
キッズコーナー 

アトラス 

会場でチェック！ 

カプコン 

会場でチェック！ 

コナミ 

会場でチェック！ 

セガ 

会場でチェック！ 
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ディースリー・パブリッシャー 

会場でチェック！ 

電撃ゲームキューブ 

ブース内での「電撃ゲームキューブ」プロモーション映像の上映や、電撃ゲームキューブバッグの無料配布を実施

します。バッグの中にはステキなプレゼントが入っているので、みんなお楽しみに！ 

また、体験コーナーでは、９月２１日発売の電撃ゲームキューブ１１月号に付録としてついてくる『スナッチ!! ダーク

ポケモンゲーム』を発売に先がけてお披露目！ みんなに実際に遊んでもらってその魅力をお伝えします。カンタン

な大会も実施しますので、みんな是非遊びにきてね！  

バンダイ 

「ふたりはプリキュア」「たまごっち」「ケロロ軍曹」等、大人気キャラクターのゲームソフトが勢ぞろい！「たまごっち」

コーナーでは、体験版のデータを無料で配っちゃう！ニンテンドーＤＳを持って来れば、その場でゲームを楽しむこ

とができるよ。また、「ケロロ軍曹」や「まめっち」「くちぱっち」など数々のキャラクターもブースに登場する予定だぞ。

その他にも、キッズコーナーメインステージでのゲーム大会や、おもちゃ体験コーナーでは「Ｌｅｔ’ｓ ＴＶプレイ」も遊

べるので、みんなでキッズコーナーへ遊びにおいでよ！ 

 
ゲームスクールコーナー 

アクト情報ビジネス専門学校 

学生制作作品展示 

麻生情報ビジネス専門学校 

九州唯一の出展校として３年連続の出展となります。出展に向けて予選を勝ち抜いたゲーム作品の展示を行いま

す。数多くのエントリーの中から選び抜かれた優秀作品が勢揃い！もちろん体験プレイもできます。本校は、ゲー

ムプログラムに特化したカリキュラムでゲーム開発のスペシャリスト育成を目指しています。ぜひ作品をご覧くださ

い！ 

WiZ 国際情報工科専門学校 

ＷｉＺ国際情報工科専門学校も今年でようやく５回目のブース出展になりました。 

節目の年にふさわしい遊び甲斐のあるプレイアブルなゲーム作品を展示いたします。 

神奈川情報文化専門学校 

神奈川情報文化専門学校。今年のブースのテーマは「飛翔」。今まさに社会に羽ばたこうとしている学生。その学

生達が作り上げたフレッシュなゲーム作品を中心に展示を行います。 

アクションゲーム、シューティングゲーム、パズルゲーム、格闘ゲーム。 

種類も豊富に全てプレイアブルとなっています。 

学生の力作を気軽に楽しんでいってください。 

クラーク記念国際高等学校 秋葉原 IT キャンパス 

好きなことを好きなだけ学ぶ。それが、クラーク高校秋葉原 IT キャンパスのスタイルです。プログラムに夢中になる

IT コース、大好きなマンガをとことん描くコミックコース、放送局を立ち上げて番組制作に没頭する声優コース。これ

らが秋葉原 IT キャンパスの学びです。今回は、この３つのコースの成果発表として IT コースがプログラムを作り、コ

ミックコースがキャラクターの制作をし、そして声優コースがキャラクターの声を吹きこんだ自信作です。また、「秋葉

原から紅白へ」を合言葉としてまきのめぐみさんを迎えてのミニライブ。さらに秋葉原のストリートミュージシャンも駆

けつけてくれてのミニライブがあります。アキバは学びのテーマパークを思う存分お見せします！ 
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【実施イベント】 

●9/16（金）、18（日） 10:00～16:00 

 アキバ ストリートライブ 

  出演者：秋葉原でストリートライブをしている方々。 

  秋葉原の歩行者天国でストリートライブを敢行している人たちがクラーク高校のために演奏してくれます。 

●9/17（土） 10:00～16:00 

 アキバでまきめぐに遇うと恋がかなうってほんと？ 

  出演者：まきのめぐみ 

まきのめぐみさんを迎えてのミニライブ。「秋葉原から紅白へ」を合言葉として、クラーク高校の生徒たちがプロデ

ュースしています。 

神戸電子専門学校 

卒業生や在校生が作成した各種ゲームソフトをプレイ可能な状態で展示しています。攻略できるかどうか楽しみに

していますので、腕自慢の方はぜひお立ち寄りください。 

国際アート＆デザイン専門学校 

2D、3D のアニメーション。大判出力された静止画像の出展。 

専門学校 東京テクニカルカレッジ 

当校のゲーム関連学科であるゲームプログラマ養成の「ゲームプログラミング科」とゲームグラフィッカ養成の「ゲ

ームＣＧ科」を紹介するブースです。 

ブース内では、ゲームプログラミング科・ゲームＣＧ科学生が共同で制作したゲーム作品（２Ｄ・３Ｄ対戦アクションゲ

ーム、落ちものパズルゲーム）やゲームＣＧ科学生の２ＤＣＧ、３ＤＣＧ作品、ポストカード作品を出展しています。ゲ

ーム作品は、プレイできます。また学生が作ったジャンケンゲームでプレゼントも差し上げております。是非お寄りく

ださい。 

専門学校 東京ネットウエイブ 

会場でチェック！ 

総合学園 ヒューマンアカデミー 

ゲームスクールゾーン内最大の総合学園ヒューマンアカデミーブースでは、札幌から福岡までの全国８校舎の学生

作品の中から、選ばれた２Ｄ・３Ｄ作品およびシューティングゲーム等を展示。また、豪華プレゼントがもれなく当た

る抽選会を実施！！ 

テクノスカレッジ 東京工学院専門学校 

テクノスカレッジ東京工学院専門学校のブースでは、本校ゲームクリエータ科卒のチームである、株式会社ゼータ

テクノス開発部による開発中のゲーム展示・デモプレイ、ゲームクリエータ科ゲームクリエータコース、およびおもち

ゃ科学コースの学生作品として、ＰＣゲーム、携帯アプリ、玩具を展示・デモプレイができます。また、同校コンピュ

ータグラフィックス科学生作品のＣＧ・ムービーと、まんが科の学生イラストを展示します。当日ブースにきてくれた

人には景品をプレゼントします。是非遊びにきてください。 

デジタルエンタテインメントアカデミー 

本校はゲーム・IT 業界を代表する大手 22 社が出資するゲームクリエーター養成スクールです。 

出資企業の協力のもと、開発実機やモーションキャプチャーの導入など「開発現場と同じ環境」を実現。 

ゲーム業界の人材ニーズに対応した実践的なカリキュラムで、毎年卒業生の 8 割以上が出資企業をはじめとする

ゲーム関連企業に就職しています。 

当日は、学生の感性光る様々な作品をグラフィックムービーでご覧いただけます。また、実際に商品化実績のある i

アプリ作品や、ゲームキューブ開発実機を用いて制作され、CESA スチューデントゲーム大賞受賞に輝いた作品な

どもプレイしていただけます。 

この機会にオリジナリティ溢れる学生作品を体感してください！ 
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デジハリ／デジタルハリウッド大学 

これまで 3 万名を超える卒業生をクリエイターとして輩出する、日本初の実践的マルチメディアスクール。 

最新業界ニーズをキャッチ、圧倒的な就職実績を誇る。常に多数の求人が集積され、卒業後の業界へのチャンス

を広げます。 

今回は、東京ゲームショウでデジハリの最新ＣＧ作品を披露します。 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 10:00～17:00 

 CG 映像作品上映会※入場は無料／当日直接ブースまでお越しください。 

これまで数々の作品とクリエイターを輩出してきたデジハリの、最新ＣＧ作品を上映。ブースでアンケートに答え

ると DVD 作品集プレゼント。 

●9/16（金）～18（日） 10:00～17:00 

 デジタル業界「適職診断テスト」※入場は無料／当日直接ブースまでお越しください。 

この先クリエイターを目指す方にぴったりの「適職診断テスト」を無料開催。 

電撃スクールマガジン 

「ゲームが大好きだから、本気でゲーム業界に進みたい！」。そんな人のために、実際にゲームスクールで学んで

いる生徒や講師のナマの声、スクールごとの詳細情報＆オススメポイントを分かりやすく紹介した冊子「電撃スクー

ルマガジン」を配布します。 夢への第一歩を踏み出すために、是非手に取ってみてください！ 

東京コミュニケーションアート専門学校 

ＴＣＡは実習中心のカリキュラムで「即戦力」を身に付ける３年制の専門学校です。「業界に必要とされる人材を業

界と育成する」をコンセプトに、国内外の企業から課題提供をうけ作品制作を行う「企業プロジェクト」を実践してい

ます。プロジェクトはこれまでに３００社以上の企業が提供し、優秀な作品は商品化されることもあります。今年度は

フェラーリ社から世界で優秀なデザインスクールとして選出され、共同プロジェクトを行っています。 

トライデントコンピュータ専門学校 

ゲームサイエンス学科３年生制作のゲームが、サクセス様より商品化決定！「在学中にプロになる！」が実現。昨

年までアマチュアゲーム大賞に２年連続合計４作品ノミネート！そのほかＣＧ界の世界最高峰ＳＩＧＧＲＡＰＨをはじ

め、国内トップクラスのコンテスト受賞実績多数！東海地区最初のＣＥＳＡ会員校で今年７年目の出展ブースでは、

ゲーム開発・３ＤＣＧムービー・サウンドそれぞれの学生作品を紹介。オリジナルゲームを実際にプレイしていただ

けます。制作に関わった学生や講師がブースでお待ちしています。名古屋駅前にある河合塾グループが運営する

専門学校です。 

プレイヤーからクリエイターへ！ 夢のつづきをＴＲＩＤＥＮＴで（＾ｏ＾） 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 10:00～16:00※会期中繰り返し上映 

 『学生ゲーム作品プレイ＆ＣＧムービー上映』 

  出演者：制作に関わった学生・講師 etc. 

学生オリジナルゲーム、３ＤＣＧムービーなどを試遊・展示・上映予定。３Ｄ・２ＤゲームやＪａｖａアプリ携帯ゲーム

等、複数のゲームを自由にプレイ可能。コンテスト受賞３ＤＣＧムービーを中心に上映します。 
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名古屋工学院専門学校 

今年も、ゲームを中心にＣＧムービーなど多数の学生作品を展示します。作品は力作揃いで、多くの方に楽しんで

いただける内容になっています。名古屋工学院専門学校の学生作品は、実際にカラオケの背景画像や携帯電話

用のコンテンツとして配信され、全国で利用されているものもあります。実際にプレイし楽しんで感想をお聞かせくだ

さい。展示する学生作品は、インターネットで公開されているものもあり、後日、ダウンロードして楽しんでいただくこ

とも可能です。 

名古屋工学院専門学校は、５０年の歴史を持ち２４学科を設置する専門学校です。当校に興味がある方もお立ち

寄りください。 

新潟高度情報処理技術学院 

当校のブースは、企画から制作、運営までを学生が主体となり行います。 

当ブースでは学生が制作したゲーム７作品の試遊と、ＣＧ学科の作品をご覧になれます。また、中央のモニターで

は３ＤＣＧやゲームデモなどの映像作品も紹介していますので、ぜひご覧ください。 

新潟コンピュータ専門学校 

今年も新潟からやって来ました！！ 新潟コンピュータ専門学校です。 

近年より株式会社ナムコ、株式会社スクウェア・エニックスをはじめとした数多くの企業へ、多くのゲームクリエイタ

ーを輩出しています。 

創立２１周年を迎えた現在、ゲーム学科には２００名以上の生徒が在籍しており、コンピュータの基礎知識から、高

度なゲーム制作技法まで幅広い教育を実施しております。 

『株式会社ナムコ』との教育提携により、ハイクオリティなゲームの制作手法についての授業を実施しており、また

ゲーム開発企業とのインターンシップも併せて、非常に高い教育成果をあげております。 

是非、よりクオリティを上げた本校学生作品を楽しんでご覧ください。 

日本工学院専門学校／日本工学院八王子専門学校 

本校ゲームソフト科学生のオリジナル優秀作品が体験できます。その他３ＤＣＧムービーの上映やプレゼント付の

ゲームアトラクションも実施予定。 

日本電子専門学校 

TGS 出展 10 年目を迎える今年のブースには約 10 台の操作端末が設置され、多くのお客様に学生が制作したゲー

ムをお楽しみいただけるようになっています。例年、非常に多くのお客様から、そのクオリティーの高さに驚きと賞賛

をいただいておりますが、今年もアクション、レースなど多くのジャンルのゲーム作品が出品されていますので、是

非チャレンジしてみてください。 

【実施イベント】 

●9/17（土）・18（日） 10:00～16:30 

ブース内のゲームにトライアルしていただきましたお客様には、ちょっとしたプレゼントをご用意しています。（プ

レゼントの数に限りがありますので、配布終了の際にはご容赦ください。） 

東日本デザイン＆コンピュータ専門学校 

群馬県にある学校法人山崎学園は 7 つの専門学校からなる総合学園です。 

3DCG 関連コースでは、ゲーム制作に関わる技術をはじめ、デッサンから現代美術作品制作までデザイン力を伸ば

すシステムに特徴があります。また少人数制を基本に対話・演習を重ねていく密度の濃い教育により、ゲームや映

画・映像制作会社への就職率は 83%まで伸ばしています。 

ブース内では産学協同で制作した作品や各種受賞作品を多数、展示・上映しますのでぜひご覧ください！ 
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代々木アニメーション学院 

◇学生イラスト優秀作品の展示コーナー 

 ２Ｄ、３Ｄイラスト作品展示、上映。 

◇オリジナルゲーム体験プレイコーナー 

 学生制作のゲーム作品を実際にプレイできるよ。 

◇よろず質問・相談コーナー 

 入学や就職、授業のこと等なんでも気軽にどうぞ。 

◇各種資料コーナー 

 「無料一日体験入学」「学院祭」「学科パンフレット」ｅｔｃ、 

 代アニ学院の最新ニュースをＧＥＴしよう！ 

◇学院オリジナルグッズをプレゼント 

 学院ブースへのご来場者にもれなく差し上げます。 

 
物販コーナー 

アイディアファクトリー 

大好評運営中のアイディアファクトリー公式インターネットショップ『小雪ちゃんのお店』が、遂に支店を展開！？ 

…そうなんです！『小雪ちゃんのお店 特別支店♪ IN 東京ゲームショウ２００５』をここに開店しちゃいます！！ 

現在ネット上で好評販売中のゲーム関連グッズはもちろん、本邦初公開のオドロキの新商品まで、多彩なラインナ

ップで皆様のご来店をお待ちしております。キャラクターのガレージキットや萌え～（？）なスポーツタオル、特製クリ

アファイルなど、ゲームファンならずとも思わず欲しくなる魅惑の商品が満載♪  

もしかしたら新作のマル秘情報も入手できちゃう！？  

乙女ゲームファン垂涎のアイテムも出ちゃう、かもです♪ 

アルケミスト 

年内発売予定のＰＳ２ソフト「デュエルセイヴァーデスティニー」と「乙女はお姉さまに恋してる」を中心に、新作タイト

ルのプロモーションムービーをモニターで上映いたします。物販では新作タイトルの関連商品等の販売を予定して

おります。 

カプコン 

カプコンの物販ブースでは、人気ゲーム関連グッズ約 150 点以上のアイテムを販売。 

その中でも【ＴＧＳ先行販売】の注目アイテムを紹介します。 

■MONSTER HUNTER プーギーぬいぐるみ：3,465 円(税込) 

大人気オンライン対応ハンティングゲーム「MONSTER HUNTER」のマスコット的こぶたのプーギーがぬいぐるみに

なって登場！愛嬌のある見た目やふわふわの手触り感で癒されます。しましまの洋服は脱ぎ着も可能です。 

■MONSTER HUNTER 狩人Ｔシャツ：2,940 円(税込) 

日常でもハンターの心を持っている方々にお届けするＴシャツを作成しました。その名も・・・「狩人（かりんちゅ）T シ

ャツ」です！！胸のマークと背中のハンターらしく力強い「狩人」の文字は、モンスターハンター開発チームの書下

ろし！ 

■逆転裁判 蘇る逆転 下敷き：263 円(税込) 

ニンテンドーDS 版で“御剣失踪事件”エピソードを最大ボリュームで追加した“逆転裁判 蘇る逆転”ソフトが発売。

それを記念し蘇る逆転商品をゲームショウ先行で発売！ 



「東京ゲームショウ２００５」ブース内容一覧 
Ｐａｇｅ.29  

キッド 

ＫＩＤブースでは、最新作「Memories Off #5 とぎれたフィルム」、「水の旋律」のオリジナルグッズをはじめ、ＫＩＤオリジ

ナルグッズを販売します。ゲームショウ会場でしか手に入らない、会場限定のグッズもお見逃しなく！ 

コスパ 

キャラクターアパレルブランド「コスパ」では、人気ゲームタイトルの T シャツやグッズ、コスチュームを多数販売！中

でも注目はゲームショー初出しのイベント限定アイテム！『FINAL FANTASY XI』からは、冒険者紹介システムで貰

えたマンドラゴラ帽子（白＆黒）を商品化！『モンスターハンター』からはプーギーのぬいぐるみが大登場！どちらも

可愛く仕上がっているので売り切れ必至！数に限りがありますのでお早めにどうぞ。他にもお得な福袋やセールも

登場するので、合わせてチェックしてくださいね！ 

コナミ 

会場でチェック！ 

スクウェア・エニックス 

スクウェア・エニックス物販コーナーでは、「ファイナルファンタジー」「ドラゴンクエスト」、「キングダムハーツ」「鋼の

錬金術師」等、弊社関連キャラクターのオフィシャルグッズを多数ご用意して、皆様のご来場をお待ちしております。

※商品の数に限りがございますので、品切れの場合もございます。 あらかじめご了承願います。 

ソフトバンクパブリッシング 

ゲーム雑誌『ドリマガ』をはじめとしたゲーム関連の出版物および関連グッズの販売。 

書籍・雑誌の購入特典はドリマガ特製クリアファイル（こみっくパーティ PORTABLE／To Heart2）に決定！ 

『ドリマガ』9 月号と 10 月号に応募券が付いている『To Heart2 タマ姉フィギュア』も会場にて受付予定。 

その他、特別先行販売の攻略本も予定しています。 

タイトー 

TAITO 物販ブースでは、限定生産の超・レア商品「DARIUS PREMIUM BOX『REBIRTH』」を販売します。ゲームショ

ウが最後のチャンス！！また、ゲームショウ先行発売「Ray'z」ポスター、ゲームショウオリジナル福袋などを販売予

定！！そして 10 月 26 日発売予定『Ray'z PREMIUM BOX -BEYOND-』の特典付予約受付も♪ぜひ、お立ち寄りく

ださい！！ 

テクモ 

DEAD OR ALIVE シリーズのキャラクターグッズやスーパーブラックジャックの Rio グッズなど大人気のグッズが買え

る！ 

日経 BP 社 

「日経キャラクターズ！」はアニメやゲーム、特撮などについて、コンテンツの情報だけではなく、制作秘話や、デー

タに裏付けされたヒットの裏側、作品のうんちく、ビジネスとしての側面、国際的な状況分析など、幅広い分野をカバ

ーする情報誌です。 

当ブースでは最新号のほか、「大人のガンダム２」「ザ・キング・オブ・ファイターズ完全読本」など好評書籍・ムックを

販売いたします。 

ブロッコリー 

コミュニケーションエンタテインメント、株式会社ブロッコリーの活動は、キャラクタービジネス、アニメーション企画・

製作、ゲーマーズの運営、音楽 CD 製作など多岐に渡ります。 

ＴＧＳ２００５のブロッコリー物販ブースは、「ギャラクシーエンジェルII」「クロスワールド」他、毎回大好評のテレカ博、

超大型新作カードゲーム「ディメンション・ゼロ」等、盛り沢山です。ＴＧＳで初お目見えとなる新商品もお楽しみに！ 
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ホリ 

『HORISTORE.com』臨時幕張出張店開店です！！ 

ホリストアオリジナルグッズを中心に販売・展示いたします。 

一例をご紹介しますと、『ドラゴンクエストメタルスライムコントローラ』（かなりの先行販売ですよ！）『リアルアーケー

ドＰｒｏ．ＳＡ』（最初で最後の再販です）など～！ 

発売が待ち遠しい『ペリボーグ』シリーズの展示もありますよ～～！ 

皆様のご来店お待ちしております！ 

 
開発ツール＆ミドルウェアコーナー 

VMC ［米国］ 

VMCは北米、ヨーロッパ、アジアで高品質なソフト／ハードウェアサービスを提供する世界最大のゲームテスト会社

です。事前認証、機能性、MMO、互換性、自動化、ローカリゼーションに専門知識を持つ先進ツールを使いゲーム

とプラットフォームに多言語のテストを提供しています。またVMCは任天堂公認のテスティング企業であり、Xbox360

のゲーム・コンソールのテスティングサービスのプロバイダーとしても選ばれました。広範な多文化にわたるテスト

経験を持つVMCは低コストでしかも効率良く、高品質なゲームをグローバルマーケットへ送り出すお手伝いをしま

す。www.VMCGameLabs.com

マルチターム 

数々のネットワークゲームへの採用実績を誇る、ネットワークゲーム用通信ライブラリ＆ミドルウェア

「MassplayerSystem(R)」（以下、MPS）。 

弊社マルチタームブースでは MPS の採用例として、PC、家庭用ゲーム機（据置、携帯）、携帯電話などマルチプラ

ットフォーム対応を行ったデモ用サンプルソフトの展示をいたします。 

この他に MPS を採用いただいた各ゲームメーカー様の作品紹介も予定しております。 

■ビジネスデイのみ出展 

ENZYME TESTING LABS ［カナダ］ 

ゲームのプロ、Enzyme Testing Labs は、生産の後に欠くことのできないビデオゲームのサービスである、事前認

証、機能性、互換性などの多言語によるテクニカルサポートと完全な品質保証を提供します。Enzyme は取引先の

間でも有名な業界のレーダーです。 

オーストラリア・クィーンズランド州政府 [オーストラリア] 

オーストラリア・クィーンズランド州ではゲーム開発、デザインが盛んで EA 社、THQ 社など多くのグローバル企業が

拠点を設けています。特にゴールドコースト近郊は昨今シリコン・コーストと呼ばれ多くのゲーム企業が集積してい

ます。今回は州内のゲーム開発企業を中心に紹介してまいります。 

三徳商事 

プロトタイピング・オーサリングツールとして、驚異的な開発効率の高さが評判の Virtools。その最新バージョン

Dev.3.5 を展示します。ドラッグ&ドロップのシンプルな基本操作でハイクオリティ・プロトタイピングを実現する

Virtools は、プログラマー、プロジェクトマネージャー、アートディレクター、グラフィックディレクターなど、開発現場で

ご活躍の数多くの方々から高い評価を受けています。物理演算、AI 挙動、空間共有、VR 機材連携などのオプショ

ンライブラリー群や、最新版の Virtex&Pixel シェーダ対応機能も更に充実、「プロトタイピングに使うだけではもった

いない」先進・先鋭の高機能ツールを、この機会に是非ご覧ください。 

http://www.vmcgamelabs.com/
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CRI・ミドルウェア 

国内外１０００タイトル以上で採用されているゲーム開発用ミドルウェア、『CRI ADX』『CRI Sofdec』をデモンストレー

ションを交えてご紹介します。次世代ゲームコンソールで標準となる HD ムービーの再生に対応しており、実際の映

像をご覧いただきながら説明をいたします。 

日本コーネット・テクノロジー 

弊社では、IP ネットワークエミュレータを使用して、ネットワーク遅延やパケットロスなどが発生した場合のゲームア

プリケーションの影響が検証できるソリューションをご案内いたします。 

オンラインゲームの開発段階では、どのような環境下でアプリケーションが動作可能なのかをあらかじめ把握して

おくことは非常に重要です。 

IP ネットワークエミュレータでは、アプリケーションの最適化とキャパシティプランニングの検証がローコスト、短期間

で実現可能です。 

メトロワークス 

メトロワークスブースでは、次世代機の登場にあわせ大きな進化を遂げる最新のゲーム開発環境「CodeWarrior」を

中心に、各ゲームプラットフォーム向け最新の開発環境をご紹介いたします。次世代の CodeWarrior は開発チーム

のワークフローやコミュニケーションを円滑にし、チーム全体の生産性を向上いたします。ビジネスデイの 9 月 16 日

には、この最新の開発環境を詳しくご紹介するワークショップも開催いたします。デベロッパの皆様のご来場をお待

ちしています。 

 
INTERNATIONAL EXPO SUITE 

SANDISK CORPORATION ［米国］ 

サンディスクは、世界で最も大手のフラッシュ･メモリー･データ保存カード製品のサプライヤーです。サンディスクは

多様なエレクトロニクス･システムに使われるフラッシュ保存カード製品をデザイン・開発・製造し、市場に送り出して

います。フラッシュ保存カードにはデータをコンパクトで持ち運び可能なフォーマットに保存できます。サンディスクの

フラッシュ・カード製品はデジタルカメラ、マルチメディア携帯電話、ＵＳＢフラッシュ･ドライブ、その他消費者向けデ

ジタル・デバイスに使われ、多くの消費者の元へ送り出されています。サンディスクはフラッシュ・カード製造・販売

のリーダーであり、世界市場の 3 分の 1 を占めています。 

 


