
｢東京ゲームショウ２００６」ブース内容一覧

Page.1
一般展示
アイパワースポーツ
思わず手がのびる！体がのけぞる！新感覚３Ｄゲーム。
プロスポーツ選手が導入したビジュアルトレーニングシステムのノウハウをもとに誕生した「本格動体視力ゲーム」やとこ
とんゲームを楽しむユーザーに向けた「アイケア３Ｄコンテンツ」などのバーチャルとリアルを融合させた新世代３Ｄゲー
ムを発表します。
今までに無いゲームを楽しみたいゲーマーの方に。
新規コンテンツを探しているソフトメーカーの担当者様に。
ぜひこの機会にご体験ください。

アイレムソフトウェアエンジニアリング
今年のアイレムブースは、２００７年発売予定の「バンピートロット２」の世界観を再現。
全長４メートルにも及ぶ１／１スケールのトロットビークルに触れ、記念写真を撮る事もできる。
９月２１日発売予定の「ブロックス倶楽部ポータブル with バンピートロット」の体験版をゲームシェアリングにて配信予
定。

【実施イベント】
イベント名：トロット楽団ミニコンサート
開催日時：9月23日（土）～24日（日）※１日６ステージ（開催時間未定）

トロット楽団による「バンピートロット２」のテーマ曲のミニコンサート。

ELEVEN-UP

ゲームショウ初出展となるELEVEN-UP（イレブンアップ）は、PCとオンラインを使った新たな「楽しさ」をお届けしていきま
す。
出展タイトルは、家庭用ゲームなどで大人気の『真・三國無双』シリーズをオンライン上で再現！　世界初のチャレンジと
なるMMO（多人数同時参加型オンライン）アクションゲーム『真・三國無双BB』や、結婚・継承・育児などが楽しめる正統
派ファンタジーオンラインRPG『ベルアイル』。そのほか、オンラインゲームとしての完全オリジナルタイトルの出展やゲー
ム大会、各種ステージイベントなどお楽しみ要素満載！ ぜひとも家族や友達同士でお越しください。

【実施イベント】
イベント名：未定
開催日時：9月22日（金）～24日（日）
インターネットラジオステーション＜音泉＞

インターネットラジオステーション＜音泉＞ブースでは、人気のインターネットラジオを体験出来ます！アニメ・漫画・ゲー
ム・声優の人気ラジオコンテンツが約40番組。最新番組は無料で視聴できる人気のサービスコンテンツ。ハイクオリティ・
高音質で楽しめるインターネットラジオを体験しよう。ブースでは、試遊台を複数設置。この機会に、キミもインターネット
ラジオにチャレンジ☆当日は秋の新番組を紹介予定。ブースで最新情報をチェック！

AQインタラクティブ
AQインタラクティブは2005年10月１日に設立された新世代のパブリッシャーです。
今後オリジナルタイトルのゲームソフト制作・開発を足がかりとし、総合エンタテインメントグループとして強固たる地位を
目指します。
今回、初の東京ゲームショウ出展となります。
Artistic QualityをコンセプトにAQインタラクティブを広く皆様に知っていただくとともに、新しい驚きと感動を配信していき
ます。
出展内容として出展ソフトのプレイアブルをご用意し、ゲームそのものに触れていただけます。
またその他には各タイトルの映像、グラフィック等を展示いたします。

SNKプレイモア
ＳＮＫプレイモアは、１０周年を迎えるメタルスラッグ、餓狼伝説１５周年、そしてＳＮＫ永遠のアイドル、アテナ２０周年と今
年も気合い満載です！噂の新作ゲームをはじめ、充実のラインナップ！もちろん自慢の両Ａ面ステージもさらにパワー
アップ！ゲーム大会、トークショウ、クイズ大会、そして新企画もお目見え！今年の「東京ゲームショウ2006」も、エントラ
ンス前、ＳＮＫプレイモアブースから目が離せないぞ！

NHN Japan
無料ゲームが150種類以上！ NHN Japanが運営するインターネットゲームポータルサイト「ハンゲーム」が、東京ゲーム
ショウに初登場！ 会員ID数1700万以上を誇る「ハンゲーム」の盛況感と熱気、そしていつでも誰とでもオンライン対戦が
楽しめるワクワク感が、会場で再現されます！
子供から大人まで楽しめる数多くのカジュアルゲームのほか、スタイリッシュアクションRPG“アラド戦記”、大人気のイン
ターネットスポーツ“クールにバスケ FREESTYLE（フリースタイル）”“ArtSoccer（アートサッカー）”など、複数の大型タイト
ルも出展。ブースイベントも盛りだくさん、様々なプレゼントをご用意して皆様をお待ちしています。ぜひ、NHN Japan 「ハ
ンゲーム」ブースにお越しください！

【実施イベント】
開催日時：9月22日（金）～24日（日）  10:00～17:00
3日間全ての時間で様々なイベントを用意する予定です。
NTTドコモ
「いちばん楽しいケータイエンタテインメント」をコンセプトに、今年のドコモブースも多くのゲームメーカーとタッグを組んで
「new9シリーズ向け最新iアプリ」を中心に出展します。ブース内は多数の試遊スペースを用意。ケータイにできるゲーム
の可能性がまた一歩広がったことを実感いただけるブースにご期待下さい。
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EMA INNOVATION LLC- NETHRONE　[米国]
Nethroneはリラックスとスタイリッシュをコンセプトに設計された最新のハイテクデジタルエンターテインメントセンターとし
て、仕事と遊びのための最適なワークステーションを思い描く人々に、リラックス出来るゲーム環境とオフィス環境を提供
します。

エルザ ジャパン
エルザ ジャパンブースでは、この秋新登場するAGEIA PhsyX物理演算アクセラレーターを使用したゲームを展示しま
す。AGEIA PhsyXとは全く新しいゲームエクスペリエンスを提供する世界初の専用物理演算アクセラレーターボード。爆
発、煙、物体の衝突などが自然の法則に従って、リアルに表現され、ゲームプレーヤーを今まで見たこともない次元に導
きます。ブース内では、物理演算対応ゲームのネットワーク対戦トーナメントを予定。勝者はもちろん、参加者にも素敵な
グッズを差し上げます。是非ご参加ください。

【実施イベント】
イベント名：AGEIA PhsyX対応ゲーム"CELL FACTOR"ネットワーク対戦トーナメント
開催日時：9月23日（土）・24日（日） 12:00～、14：00～、16：00～※対戦終了次第終了
出演者：TGS参加者
AGEIA PhsyXアクセラレーターに対応したゲーム"CELL FACTOR"にチャレンジしてもらったプレーヤー達によるネット
ワーク対戦トーナメントを実施します。勝者には素敵な景品を差し上げます。

エンターブレイン
『週刊ファミ通編集部　TGS幕張出張所(加藤編集長の応接室)』
今年も週刊ファミ通編集部が東京ゲームショウ会場に出現しちゃいます！
特設応接室で加藤編集長が続々現れる有名クリエーターにインタビュー。
ゲーム好きには見逃せないトークセッションが繰り広げられます。
ゲストに誰が登場するかはお楽しみ♪
（超有名クリエーターも登場予定です）
週刊ファミ通誌上での告知にも要チェック！
東京ゲームショウに来たら、かならず立ち寄ってくださいね！

カナダパビリオン　[カナダ]

カナダ・パビリオンでは、カナダから次の9つの会社が出展いたします。ATI Technologies Inc.、Enzyme Testing Labs、
GestureTek Inc、Autodesk Ltd、Groove Games、Humagade Inc、SilverBirch Studios Inc、SplitFish Gameware Inc、そし
てWave Generation Inc。
カナダ・パビリオンで、来日中の担当者と直接お話いただき、各社のゲーミング技術のデモをご覧下さい。 また、9月20日
（月）にカナダ大使館で開催されるVideo Game Seminarにもご参加ください。カナダ・パビリオンとカナダVideo Game
Seminarの詳しい情報に関しては、 http://www.canadanet.or.jp/it/seminar.shtml（カナダ大使館Website）をご参照頂く
か、stephane.beaulieu@international.gc.ca（ステファン）まで連絡してください。

ATI Technologies Inc.
ＡＴＩテクノロジーズジャパンでは、今年もＰＣによる迫力のゲームをお楽しみ頂けるよう、実際に操作可能なマシンを取り
揃えてお待ちしております。特にオンラインゲームに焦点を絞っており、多数のオンラインゲームを３Ｄゲームを存分に楽
しんで頂ける最新のＲａｄｅｏｎシリーズを装備したＰＣでプレイしていただけます。また、昨年好評でした携帯（モバイル）
展示コーナーも充実、３Ｄゲームコンテンツを操作してお楽しみ頂けます。お時間があります方は、カナダ大使館ブース
内にありますＡＴＩコーナーにぜひお立ち寄りください。

Enzyme Testing Labs
Enzymeは、販売前のソフトに不具合や問題が無いかを検証する為に、厳しいテストを行うと同時に、ゲームのストーリー
が同じ内容になるように、最大12言語で翻訳や通訳のサービスも提供しています。Enzymeは2002年の設立以来、低コ
ストと検証時間の短縮という点において、多くの主要ゲームメーカーに評価・ご愛用いただいています。是非、カナダパビ
リオンのEnzymeブースにご来場下さい。詳しくはhttp://www.enzyme.orgまで。また、Enzymeは9月20日にカナダ大使館
のゲームセミナーに参加しますので、詳細に関してはhttp://www.canadanet.or.jp/it/seminar.shtmlをご覧下さい。

GestureTek Inc
GestureTek社は１９８６年にカナダ・トロントに設立され企業で、カメラから取り入れられたユーザーのジェスチャー（動作）
情報によってコンピュータを操作する技術で世界をリードしています。単・複数のカメラワークを使い分け、ユーザーに特
殊な服装等を着用させることなく、距離的制限も与えずに、仕草だけでコンピュータのスクリーン上のコンテンツの操作を
スクリーンサイズに関係なく自在に操る技術の開発に成功しました。GestureTekブースにデモを見に来てください。 詳し
い情報はwww.gesturetek.comもしくはkumagai@gesturetek.comまでお知らせ下さい。GestureTekは9月20日にカナダ大
使館のゲームセミナーに参加します。詳細は、http://www.canadanet.or.jp/it/seminar.shtmlをご覧下さい。

カプコン
本年度のカプコンブースでは、“Connect！CAPCOM”をコンセプトに、カプコンとユーザーが、そして見知らぬユーザー同
士までもがConnectしちゃう、「つながり」を重視したブースを展開して参ります。
是非カプコンブースに遊びに来て下さいネ！
なお、詳細は今後の続報をお待ち下さい。

KDDI
EZアプリでは通信対戦の新作や大人気のあのゲームが大集合！ケータイゲームがさらに広がります。
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」対応のオンラインゲームの展示もご用意してお
待ちしています！
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元気
東京ゲームショウ２００６　元気ブースでは新作のゲームの試遊をはじめ、ヤングマガジンとのコラボユニット黒BUTA元
気ガールズのイベントなどの開催を予定しています。

コーエー
注目の次世代ゲーム機対応タイトルはもちろん、プレイステーション２やニンテンドーＤＳ、ＰＳＰ、パソコン向けなどいろい
ろなハードに向けたタイトルを出展するコーエー。ラインナップもアクションからシミュレーション、オンラインゲームなど多
彩なゲームが体験できるぞ！

【実施イベント】
イベント名：コーエーソフトラインナップ（仮）
開催日時：9月22日（金）～24日（日）
コーエーのソフトラインナップの紹介。
イベント名：コーエーゲーム大会（１）(仮)
開催日時：9月23日（土）・24日（日）
来場者参加型の対戦イベント。上位入賞者には豪華プレゼントを進呈。
イベント名：コーエーゲーム大会（２）(仮)
開催日時：9月23日（土）・24日（日）

来場者参加型の対戦イベント。上位入賞者には豪華プレゼントを進呈。

コナミデジタルエンタテインメント
KONAMIは、「東京ゲームショウ2006」会場の中心にブースを構え、今秋以降に発売される家庭用ゲームソフトを中心に
出展します。ゲーム業界草創期から培ってきたエンタテインメントに関するノウハウと技術が生み出すハイクオリティなタ
イトル群を様々なジャンルで展開し、「KONAMI」の総合力をユーザーの皆様に体感していただきます。なかでも、“次世
代機”対応の新作タイトルが世界で初めて試遊できるほか、『METAL GEAR SOLID』『BEMANI』シリーズの最新作をご覧
いただくことができます。さらに、『Winning Eleven』『パワプロ』『パワポケ』といった不動のスポーツゲームタイトル、オンラ
インタイトルのプレイアブル出展は必見です。

Cykan Entertainment Co., Ltd.　[韓国]
王冠模様の放射形構造物で(株)サイカン・エンターテイメントの企業イメージを勝利者の姿に表現しながら多様なゲーム
ラインナップで拡張して行く企業の未来像を構造的形象で提示する。
ブース全面に位置した舞台とスクリーンを中心にR.F.Cと PaperManが両側のメインゲームに配置されて、自然に繋がる
動線を従って行くと多様なゲーム・ステーションがあってゲームを楽しむことができる。それに、大型 PDPを用いて観覧客
も一緒にゲームを楽しむことができる。
ブースの上部には大型 Balloonを設置してどこでもCYKANブースの位置を確認することができる。

【実施イベント】
イベント名：Open the CYKAN Generator
開催日時：9月22日（金）～24日（日） 10:00～10:30 ※22日は、その他12：00～、14：00～の計3回実施予定。
出演者：ゲーム・キャラクター・パフォーマンス・コンパニオン、会社役員陣
1)TGSでのサイカンを初めて紹介するパフォーマンス
2)出展されるゲームを紹介するパフォーマンスと役員陣の挨拶の言葉及びビジョンを発表

イベント名：Sexy Dance
開催日時：9月22日（金）～24日 10：00～、12：30～、9月23日（土）・24（日） 12：30～、14：30～
出演者：専門ダンス公演チーム
1) Boom-Upを狙ったアクティブなダンスタイム
2) ダンスのコンセプトはサイカンゲームを表現することができる内容のシナリオ

イベント名：Presentation & Cykan Quiz Time
開催日時：9月23日（土）・24日（日） 11:00～、13:00～
出演者：専門MC、各ゲーム開発室長
1)一般観覧客のインタビュー及び関連ゲームやCykanに関するプレゼンテイション
2)プレゼンテイション内容に関する簡単なQuizTimeで多様な商品贈呈

イベント名：ゲーム大会
開催日時：9月23日（土） 13:00～、24日（日） 12:00～
出演者：専門MC、一般観覧客
1)PaperMan、R.F.Cのゲーム大会をメイン舞台で行う。
2)ゲーム大会の内容は 1:1、チーム戦、サバイバルなど多様に活用可能

イベント名：Fedor Performance
開催日時：9月23日（土） 14:00～
出演者：専門MC及びパフォーマンス・コンパニオン、2)Fedor様(予定)、一般観覧客
1)R.F.Cのモデルであるヒョドルさんの映像パフォーマンス演出及びヒョドルさんの挨拶
2)ヒョドルさんとR.F.C対決及びサイン会、記念写真撮影
3)ただし、ヒョドルさんの参加可否は追後確定
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イベント名：Power Battle Win-Win
開催日時：9月23日（土）・24日（日） 16:00～
出演者：イベント・コンパニオン及びBooth Girl、一般観覧客
キャラクター服装及びパフォーマンス衣装を着したコンパニオン、Booth Girl及び観覧客たち間の網引き大会

イベント名：PaperMan Alive
開催日時：9月24日（日） 13:30～
出演者：イベント・コンパニオン及びBooth Girl、一般観覧客
1)一般観覧客がPaperManに登場するキャラクターを真似して作られたスティロポム衣装を着た後、コンパニオン及び
Booth Girlとゲーム
2)安全なゴム球を投げて一般観覧客がこれを避ける形式のイベント
イベント名：PaperMan Kamizumou
開催日時：9月23日（土） 12:00～
出演者：イベント・コンパニオン及びBooth Girl、一般観覧客
一般観覧客がコンパニオンたちと PaperMan コンセプトに製作された大型紙人形でカミズモウ対決

イベント名： I am CYKAN
開催日時：9月23日（土）・24日（日） 15:30～
出演者：パフォーマンス・コンパニオン、一般観覧客
ボディーペインティング(衣装着用後ボディーペインティング)コスチュウム・パレード

イベント名：Air Brush
開催日時：会期中随時開催
出演者：コンパニオン、一般観覧客
CYKAN ロゴを利用したエアブラッシュ・サービス：一般観覧客に楽しみを提供

イベント名：CYKAN アンケート
開催日時：会期中随時開催
出演者：コンパニオン、一般観覧客
コンパニオンたちが決まった様式に製作されたアンケート紙を観覧客たちに配り、商品伝達

イベント名：R.F.C Survival
開催日時：会期中随時開催
出演者：コンパニオン、一般観覧客
R.F.C試演台をサバイバル形式の試演台に指定し、サバイバルゲーム進行

イベント名：OFF-Line Training Center
開催日時：会期中随時開催
出演者：コンパニオン、一般観覧客
1)レーザーガンを活用したペーパマンの実戦体験イベント
2)R.F.Cキャラクターが描かれたBackwallにタッチボタンを製作して実戦体験するイベント

イベント名：Showcase Event
開催日時：会期中随時開催
出演者：コンパニオン、一般観覧客
1)メインゲームであるR.F.Cとペーパマンを他のゲームゾンのゲーム・ステーションで持続的に進行
2)ゲーム・コンセプトと関連した可愛らしいイベント運営で観覧客たちに楽しさを提供

さくらインターネット
すべてのRPGを生み育てたと言っても過言ではない史上最高のRPG、ダンジョンズ＆ドラゴンズが遂にオンラインゲーム
になって登場です。『ダンジョンズ＆ドラゴンズ オンライン：ストームリーチ』は、さくらインターネット株式会社が初めて手
がけるオンラインゲームであると同時に、世界中のオンラインゲーマーが渇望していた期待の作品でもあります。これま
での洋ゲーとはひと味違います。いままでのオンラインゲームとはふた味違います。会場では実際にプレイできる試遊台
をはじめとして、初公開の設定資料など、様々な展示を行う予定となっております。この興奮と感動に満ちた素晴らしい
冒険の世界を、是非ご体験下さい。

【実施イベント】
イベント名：プレスカンファレンス
開催日時：9月22日(金) 11:00～（仮）
出演者：弊社社長およびターバイン社（DDO開発元）
「ダンジョンズ＆ドラゴンズ・オンライン：ストームリーチ」およびリリース予定作品に関するプレゼンテーション
イベント名：ゲーム大会（仮）
開催日時：9月23日（土）・24日（日） 11:00～、13：00～、14:00～（仮）
出演者：コンパニオン、一般観覧客
「ダンジョンズ＆ドラゴンズ・オンライン：ストームリーチ」を体験していただき、プレイされた方には、もれなく素敵なプレゼ
ントを差し上げます。
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サミーネットワークス
シールオンラインTCGの体験ブースを出展いたします。ゲーム体験の他にもカードやイラストの展示を行います。
◆「シールオンライン」の世界がカードゲームに！！
会員数40万人を誇る大人気MMORPG「シールオンライン」の世界がオンラインTCGとして登場！世界観を完全書き下ろ
しイラストで再現！
◆奥深い通常ルールと、誰でも遊べるイージールール！！
本格カードゲーム（通常ルール）と、トランプの「ハイ＆ロー」をベースにしたゲーム（イージールール）、２つの遊び方をお
楽しみいただけます。
◆デジタルで集めたカードが自宅に！！
入手したデジタルカードデータを、本物のカードにしてユーザーの手元へお届けします。リアルカードが手元に届く「新感
覚コレクション」をお楽しみいただけます。

SeedC

オンラインゲームの運営代行・開発支援サービスに関する展示、説明会を実施いたします。
当社はコンテンツの買い付け支援から運営業務の代行、コンサルティングまで幅広い業務分野でお客様のオンライン
ゲーム事業を総合的にサポートするサービスを提供しております。

タカラトミー
タカラトミーとしてはじめての出展となる今回、「NARUTO-ナルト-」や「ゾイド」などの人気キャラクターのタイトルがぞくぞ
く登場予定！会場で初めて体験可能なタイトルも多数！恒例の各種ゲーム大会や、声優トークショー（予定）などオモシ
ロさ盛りだくさん！！

TOOL - DESIGNED GAMING ACCESSORIES　[オーストラリア]
「Ｔｏｏｌ」とはデザイン性のあるテレビゲームアクセサリーです。 私たちは革新的なオーストラリア企業として、低価格かつ
デザイン性に優れる製品を提供します。 私たちのビジョンは絶えずユーザーが興味を持つ製品を作成し、デザイン性に
優れたパッケージにて提供することです。ツール製品は、消費者に他社製品とは一線を画したユニークなものを提供しま
す。私たちのデザインチームは、常に市場ニーズについて研究し、一歩先を予測しています。是非、ブース4-S2で、私た
ちの製品をご覧下さい！

ディースリー・パブリッシャー
ディースリー・パブリッシャーは、今年も新作ゲームの初御披露目や、ご来場者の皆様と一緒に楽しめるステージイベン
トなど、盛りだくさんの楽しいブース内容を予定しています。新作ゲーム展示コーナーでは、弊社の主力シリーズ
『SIMPLEシリーズ』を中心に、乙女ゲームシリーズや、Xbox360で登場するアノ人気ソフトなど、注目必至のラインナップ
を惜しげなく披露いたします。また、ステージでは毎年恒例の華麗なライブや大興奮間違いナシのライブを今年も開催し
ます。どうぞ皆様御期待下さい。

【実施イベント】

イベント名：ラブ★ライブ2006（仮）

開催日時：9月23日(土)※開始時刻未定

出演者：未定

毎年恒例の「ラブ★ライブ」2006年度版です。歌有り、トーク有り、踊りは少し有りのライブステージ。

イベント名：乙女ライブ2006・いい汗かこうぜっ！in GAMESHOW（仮）

開催日時：未定

出演者：未定

乙女ゲームに登場の、人気声優さんたちとのライブステージ。今年も歌あり、踊りありの楽しいライブを予定。
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D4エンタープライズ

D4エンタープライズは、レトロゲームを今のパソコンで楽しめるようソフトメーカーからランセンスを受けて完全復刻し、販
売するとともにゲーム関連エンターテインメントサイト「アミューズメントセンター」を運営しています。展示では、400本近
い配信数を誇る復刻プロジェクト「EGG」などで販売しているゲームを紹介。懐かしいゲームがパソコン上で動作している
様子をお見せします。同時にゲーム音楽や、キャラクターのコスプレコンテンツも紹介。さらに近く発売する、かつての
MSX-OSを組み込んだマシン「1チップMSX」を展示。当時のカートリッジに加え、SDメモリーカードを通して多くのゲーム
が楽しめる"夢のマシン"の実機を初公開します。

【実施イベント】
イベント名：公開録音
開催日時：9月22日(金)～24日（日） 12:00～13:00

出演者：MC：葉山宏治氏、田中治久氏
ゲスト：山根氏（コナミ株式会社）、古代祐三氏（予定）

ゲーム音楽についてのトークショー
【実施イベント】
イベント名：ゲーム大会
開催日時：9月22日(金)～24日（日） 14:00～15:00

出演者：MC：村山氏（予定）
参加人数：10名程度

ゲームタイトル：超兄貴（一般デー：グラディウス（予定））。1位、2位、参加賞を用意。ビジネスデー：各メディア対抗戦を
行います。一般デー：一般から公募（会期中に一般から公募します。）

テクモ

青い海、白い砂、緑あふれるテクモアイランドには秘密がいっぱい！
常夏のリゾートで楽しむのはサマースポーツ？それとも古代遺跡の大冒険？
時間の使い方はあなた次第♪
テクモが、あなたのバカンスをプロデュースします！

トーアメック

台湾製のゲーム機用ＬＣＤオープンフレームモニターとスーパースリム（超薄型）ＣＲＴ　ＸＧＡオープンフレームモニター及
びエレバム製のゲーム機用冷陰極小型カラーライトとインバータの展示を行います。

NeoWiz Japan

韓国オンラインゲーム・メジャーパブリッシャーとして、オンラインRPG「モナトエスプリ」ほか、多数タイトルを出展予定。
現在サービス中および今後サービス予定の各タイトルを、体験プレイできるほか、MOVIEなどでも紹介予定。

NETTS

初出展のNETTSでは、開発中の新しいMMORPG含め多数のタイトルをご用意しております。MMORPGからカジュアルオ
ンラインゲームまで幅広いユーザー様に楽しんで頂けるようなブースを展開いたしますので、ぜひ足を運んでみてくださ
い！

ハドソン

賞金・賞品総額最大１０００万円をかけた、『ハドソンキャラバン２００６　ボンバーマンカップ』の決勝大会をメインに、今年
のハドソンブースでは、全国キャラバンで日本各地を駆け抜けたキャラバンカーの展示、新タイトルのタッチ＆トライな
ど、様々な企画でのブース展開を予定しております。

【実施イベント】
イベント名：『ハドソンキャラバン２００６　ボンバーマンカップ』の決勝大会
開催日時：9月24日(日)
バンダイナムコゲームス

バンダイナムコゲームスとして迎える初のゲームショウは、バンダイとナムコの良いとこ取り！まずは、話題のＰＳ３「機
動戦士ガンダム（仮称）」・「リッジレーサー７」を日本で初公開！もちろん「テイルズ オブ」シリーズや「．ｈａｃｋ」シリーズな
ど人気タイトルの最新作も勢揃い。その他、ＰＳ２「ドラゴンボールＺ　Ｓｐａｒｋｉｎｇ！ＮＥＯ」、ＰＳＰ「エースコンバットＸ　スカ
イズ・オブ・デセプション」、Ｘｂｏｘ３６０「アイドルマスター」、ＰＣタイトルや携帯コンテンツなど幅広いプラットホームやジャ
ンルの最新ゲームが盛り沢山です。おいしいとこ取りの最強エンターテインメント企業、バンダイナムコゲームスブースに
是非お越しください！

【実施イベント】

開催日時：9月23日(土)・24日（日）

ふりーむ

「ふりーむ！ゲームコンテスト」の受賞作品（フリーゲーム）を収録したＣＤの配布。開発中の脳トレゲーム（コードネーム
「ちょいワル」）の試遊など。ほぼフリーゲーム（無料で遊べるゲーム）のみの出展となり、無料でゲームを遊ぶ・創る楽し
さをご提供します。和風ブースで、ひと夏の楽しさをご堪能ください。

ブロッコリー

PS2専用ゲーム「Gift－prism－」とPS2専用ゲーム「名探偵エヴァンゲリオン」を中心に、新作タイトルをお楽しみくださ
い！
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ボーダフォン

みんなで盛り上がったり、一人で熱中したり。
最も身近なゲーム“ケータイゲーム”。
ソフトバンクグループが持つ豊富なコンテンツが加わった、ボーダフォンならではのラインナップをご紹介します。

【実施イベント】
イベントタイトル、内容：未定
開催日時：9月22日(金)～24日（日）
マイクロソフト

今年のマイクロソフトブースは年末のXbox 360 ビッグタイトルが目白押し！ブルードラゴン、トラスティベルなどの大作
RPG、ロストプラネット、DEAD OR ALIVE Xtreme2など、待ちに待ったゲームが続々登場！
またブースでは進化し続けているオンラインサービス「Xbox Live」を体験できるコーナーや、HD DVDなど最新アクセサ
リーも多数出展。ゲームも、そしてゲームからさらに広がる楽しみを是非体験しにきてください。

桃太郎王国

通販サイト、桃太郎王国の紹介及び企画・キャンペーン案内。
パンフレット等の配布。

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！！
また「ニンテンドーDSLite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下さい。

モバイルコンテンツコーナー
アンビション

新作アプリW-ZERO3専用アプリ「あみぱに」と4キャリア対応予定「ネバーワールドストラテジー」「ワールドアイスランジス
タ」の試遊体験と現在配信中の「ネバーワールドオンライン」「ネバーワールドカード」の試遊体験もあり。
W-ZERO3専用アプリ「あみぱに」のハイスコア選手権イベントとあみぱにガールズによるダンスライブイベントとネバー
ワールドオンラインと会場にてリアルタイムイベント開催。

【実施イベント】
イベント名：プレスカンファレンス
開催日時：9月22日(金)
出演者：株式会社アンビション
アンビションの今後の展開と事業についての紹介など。
【実施イベント】
イベント名：あみぱにハイスコア選手権
開催日時：9月23日(土)・24日（日）
出演者：株式会社アンビション

詳細未定
W-ZERO3専用新作アプリ『あみぱに』を使ったハイスコア選手権

インタラクティブブレインズ

株式会社インタラクティブブレインズブースでは、最新の３Dモバイルゲームの展示を行います。
映画「ワイルドスピードX3/TOKYO DRIFT」のレースを再現したゲーム、講談社で配信中のはじめの一歩、本格３D格闘
が楽しめるフィストグルーヴ２など、多彩なコンテンツをご用意しています。
また、TGS2006展示会場でしか手に入らないオリジナルデジタルノベルティや抽選会などの実施を予定しております。

コトブキソリューション

今秋のケムコラインナップを一挙公開！
最新作から話題作まで、ブースに勢ぞろいします！
ブースでは実機で体験していただけますので、ぜひご来場ください。

シールズ

自社で運用する携帯サイト「モアキャラ★ゲームＤＸ」「エンジョイ英語ゲームズ」にて配信されているFlashゲームを紹介
します。
また、現在配信中、及び、配信予定の電子書籍（自社オリジナル作品「イル・ソーニョ　～夢の守人～」他）の紹介もしま
すので、ご期待ください。
ブース内では、Flashゲームで使用されているキャラクターをムービーで楽しんだり、携帯端末を手にとって、実際にゲー
ムで遊んだり、電子書籍を読むことができますので、是非お立ち寄りください。
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スパイシーソフト

ケータイアプリNo.1ポータルサイト『アプリ★ゲット』はケータイアプリの魅力を伝えるためにＴＧＳに出展。ケータイアプリ
始まりから最前線に至るまでを、アプリ★ゲットとともに振り返ります。登場当時のアプリの面白さ、新鮮さを味わえる他、
最新アプリの凄みを直に体験できます。また、本当に面白い、本当に使えるケータイアプリの真の魅力をアプリ★ゲット
ならではの切り口で紹介。ゲームにおいては実際にプレイして行うイベントを開催。

【実施イベント】
イベント名：アプリ★バトル
開催日時：9月23日(土)・24日（日）
セレンディピティ

豪華声優陣のフルボイスで、テレビ電話感覚で遊べることで人気上昇中の、初の携帯特化型女性向け恋愛シミュレー
ションゲーム『Marginal Prince ～月桂樹の王子達～』を紹介します。
携帯のためにオリジナルで作られているマージナルプリンスには、ゲームプレイ中に、待受画像、着ボイス、着うたが
ゲットできたり、携帯電話機能の根幹にあたる「電話を利用する」という機能を活かし、キャラクターから電話がかかって
きて音声認識をして会話ができる、電話イベント等が用意されています。
当ブースでは、実際にゲームを体験していただける携帯電話の展示、マルチメディア展開しているCD、小説等の作品展
示、プロモーションビデオの上映等を予定しています。

大都技研

この夏、携帯コンテンツ「大都吉宗CITY」が「EZweb」｢vodafone」にもオープンいたします。
「i-mode」をあわせた３キャリアで、既に会員100万人を突破し、今も右肩上がりで増え続けています。
今年は、この「大都吉宗CITY」を中心に、大都技研の様々なエンタメコンテンツをお届け致します。
モバイル、ゲーム、音楽、アニメと様々なジャンルに広がり続ける大都ワールドを余すことなく堪能できるよう
「ステージ」「アトラクション」「トライアル」と３つのゾーンに分け、盛りだくさんの内容で皆様をお迎えします。
大都技研のこだわりがギッシリ詰まった「大都技研／ディーピーブース」に、ぜひお越し下さい！！

【実施イベント】
イベント名：ステージ
開催日時：9月22日(金)～24日（日）

ブース内に設けられた巨大ステージは、お祭りのような華やかさ。大ヒット曲「そこにあるかも知れない・・・」をはじめ、
Daito Musicナンバーを存分に堪能できる極上ステージをお楽しみ下さい。

【実施イベント】
イベント名：アトラクション
開催日時：9月22日(金)～24日（日）

大都技研ワールドそれぞれの世界観を体感できるアトラクションをいくつかご用意しております。アトラクション勝者には、
もれなく景品をプレゼント！

【実施イベント】
イベント名：トライアル
開催日時：9月22日(金)～24日（日）

モバイルコンテンツ「大都吉宗CITY」をたっぷり体験できるよう「i-mode」「EZweb」「vodafone」それぞれの試遊端末をご用
意するほか、「吉宗」「押忍！番長」「秘宝伝」などのシミュレーターも！

デジタル ワークス エンターテインメント

DSゲーム及びネットワークを使ったコミュニケーションのご案内

日本エンタープライズ

日本エンタープライズブースでは、
・史上最強の乙女ゲーサイト「らぶ★乙女ゲーNo.1」の世界を体験できる！
・Docomo、au、Vodafoneの3キャリア対応の、ゲームポータルサイト「最強！GAME王国」で配信中の300タイトル以上の
ゲームから人気ゲームを展示！！(DoCoMoは9月19日オープン予定)
・Bluetooth対戦アプリで対戦イベント実施！！
・「学園天使☆ラプソディー」の美少年キャラのコスチュームプレイヤーを配置し、同タイトルの製品イメージを訴求予定。
美少年も美少女も対戦ゲームも楽しめるブースはここしかない！！

BTD STUDIO/クワトロメディア

ユーザー同士の通信対戦が可能なオンラインゲームが続々登場中のBREWアプリゲームポータルサイト
「The☆TableGames」、DoCoMo、au、Vodafoneの3キャリア対応のJavaアプリゲームポータルサイト「超ゲー」を展示。
オリジナルの落ち物系ゲーム「キラクル」やテーブルゲーム「ウーリー」をはじめ、選りすぐりの人気タイトルを体験できま
す！
ゲームを体験していただいた方には、もれなくオリジナルグッズをプレゼント！！
簡単操作で楽しめるゲームが豊富に揃っているので、気軽にお越しください！
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フロム・ソフトウェア

本ブースでは、株式会社フロム・ソフトウェアと株式会社エイチアイが共同で企画・開発、事業として運営する、携帯電話
向けコンテンツブランド『フロムカプセル』の製品展示、事業ご紹介を展開いたします。両社の様々なノウハウを活かし、3
キャリアに対応した3D、2Dゲームの数々を携帯端末実機にてご紹介、そして大画面の映像でのプレゼンテーション。
加えて、楽しむことで特典を得られる新感覚コンテンツ「とくテン！」を会場内にて発表。さらに弊社に登録しているイン
ターンの学生さんとのコラボレーションFlashコンテンツも発表（予定）と、モバイルならではの特色溢れるコンテンツを盛り
沢山にご用意して展開して参ります。

メディア・マジック
メディアマジックブースではコンテンツマネージメントシステム「ケータイスタジオ」を出展！
さらにケータイスタジオで製作した新世紀エヴァンゲリオン等の待受けサイト「エヴァ&アニメiGAINAX(docomo)」「エヴァ&
アニメ@GAINAX(au,vodafone)」、カワイイ子犬画像がいっぱいの「babydogs」を紹介!当日はエヴァ限定プレゼントもある
ゾ!!
ライドオンジャパン

EZweb公式サイト『得する追加ゲーム』で好評配信中の各タイトルはもちろん、
今秋～冬配信予定の新作タイトルも多数展示致します。
プレイアブル端末もご用意致しますので、是非ともご覧下さい。
また、来年公開予定のモバイルサイト＆ゲームアプリの情報も公開予定ですのでお楽しみに！

キッズコーナー
NHN Japan

無料ゲームが150種類以上！ NHN Japanが運営するインターネットゲームポータルサイト「ハンゲーム」が、東京ゲーム
ショウに初登場！
キッズコーナーでは、カンタンお手軽に楽しめるカジュアルゲームをたくさん用意。インターネットを使ったことなくても、オ
ンライン対戦ゲームを遊んだことなくても、スタッフのお兄さん、お姉さんが親切に教えてくれるから、安心してすぐに遊べ
るよ！ 様々なプレゼントを用意して待っているので、ぜひみんな「ハンゲーム」ブースに来てね！

【実施イベント】
開催日時：9月22日(金)～24日（日） 10:00～17:00
バンダイナムコゲームス

大人気キャラクターが勢ぞろい！話題の最新ゲームを誰よりも早く体験できます。バイダイナムコゲームスブースに是非
お越しください！

ゲームスクールコーナー
アクト情報ビジネス専門学校
学生作品展示
麻生情報ビジネス専門学校

４年連続！九州で唯一の出展校となる本校は、福岡県内３つの都市に１１校の専門学校を擁する西日本随一の総合専
門学校グループです。クリエイティブ分野のゲームプログラマ養成学科ではＣ，Ｃ＋＋言語やＪａｖａ言語を使ったゲーム
作品制作をおこなっており、ゲームショウへの出展は作品制作をおこなう中でのひとつの大きな目標にもなっています。
毎年恒例のゲームショウへの出展により、学生の作品レベルも年々パワーアップしています。今回もその作品の中から
コンペを勝ち抜いてきた選りすぐりの作品を展示しています。もちろん体験プレイも出来ますので、どうぞご覧ください。

WiZ 国際情報工科専門学校

今年は次世代ゲーム機が出揃う年という事ですが、ＷｉＺではそれにあわせてカリキュラムを一新。ゲームメーカーの最
新のニーズに合致した内容に進化しました。また２００３年度より市販ゲーム機用ソフトの開発許可をいただいており、こ
れとあわせてより実践的な教育を行っていきます。

太田情報商科専門学校

太田情報商科専門学校のゲームクリエイタコースの学生達は、自ら企画したゲームの制作を行っています。ブース内に
はこれらのゲームを体験できる試遊台を設置し来場者に試遊して頂けます。またゲームクリエイタコース以外にもＣＧ業
界への就職を目指すDigitalコンピュータグラフィックスコースとDigitalアニメーションコースがあります。学生が制作した
3D・２Ｄの動画上映と静止画の展示も行います。本校には、24時間学生が利用できる校舎があり、授業中はもとより、放
課後や休日を返上して学生が制作した力作が展示されています。コンテストでの入賞作品も上映する予定です。多くの
皆様のご来場をお待ちしております。

神奈川情報文化専門学校

来年度よりアーツカレッジヨコハマに校名変更する、神奈川情報文化専門学校です。今年も昨年に引き続き学生作品の
展示を行います。3Dシューティング＆レース、カードゲーム、アクションゲーム、落ち物パズルゲームと、バリエーション豊
かに展示します。お気軽にお立ち寄り下さい。

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。
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国際アート＆デザイン専門学校

今年で3年目になるゲームショウ出展です。ますます向上していく学生作品を堪能ください。特にゲーム、CGムービー、
CGイラストに力を入れておりますのでご覧ください。

専門学校 東京テクニカルカレッジ

当校には、ゲーム関連学科として、ゲームプログラミング科とゲームＣＧ科があります。
当ブースでは、２科の学生が共同で作ったゲーム作品、ゲームＣＧ科学生が作った２Ｄイラスト、３ＤＣＧ、ムービーなどの
ＣＧ作品を展示します。
ゲーム作品は、誰でも気軽にプレイできるようになっています。ＣＧ作品は、ディスプレイとパネルで展示しています。
また学園の紹介や当学科２年間の授業内容を作品を交えながら紹介しています。入学希望者やゲーム企業の方には、
入学案内書などもお配りしております。

専門学校 東京ネットウエイブ

「みんなで楽しく創ろうよ」をモットーにワイワイガヤガヤゲーム創りをやっています。ゲーム企画、ゲームプログラム、
ゲームグラフィック。それぞれの専攻の学生と、サウンド科や映像科などの学生が一緒にひとつのゲームを創りあげま
す。卒業制作は1年間かけて創りますが、その間には色々な事があります。意見がくい違ったり、スケジュール通りに進
まなかったり・・・何度も何度も話合い乗り越えて、やっと出来上がった作品です。ぜひ、東京ネットウエイブのブースにお
立ち寄りください。一緒に楽しみましょう！！

総合学園テクノスカレッジ 東京工学院専門学校

東京ゲームショウ出展も今年で３年目。総合学園の特性を活かして、今年はゲームクリエーター科、アニメーション科、マ
ンガ科、コンピュータグラフィックス科、演劇・声優科の５学科が出展！！それぞれの特徴を最大限に引き出した、ゲーム
ソフトや作品展示、イベントを行いますので、是非遊びに来てください！

【実施イベント】
イベント名：ゲームクリエーターライブ（仮）
開催日時：9月22日(金)～24日（日）
【実施イベント】
イベント名：アテレコ体験（仮）
開催日時：9月22日(金)～24日（日）
総合学園 ヒューマンアカデミー

今回もゲームスクール最大のスペースで、恒例の豪華景品が当たる抽選会や、全国8校舎から集まった選りすぐりの学
生作品を展示します。ゲームカレッジの学生が制作したオリジナルゲーム、CG、ムービー作品を、実際にプレイ、体感し
てみよう。全国１１校舎で最先端教育を実践する総合学園ヒューマンアカデミー・ゲームカレッジでは多くのゲーム企業と
提携、超現場主義で次世代のクリエイターを育成しています。プログラム・CG・企画・サウンドとそれぞれの専攻が集まり
「チーム制作」を行いながらゲーム制作のスキルを習得していきます。

デジタルエンタテインメントアカデミー

ゲーム関連企業21社の出資によって運営される、ゲームクリエイター養成校。ブース内では、デジタルエンタテインメント
アカデミーの学生が制作した作品展示が行われる。多数のプログラム、グラフィック作品のムービーに加え、実際にプレ
イ可能なゲーム作品も設置。学生が在学中に制作し、企業から商品化された携帯電話ゲームをはじめ、ゲームキューブ
やNINTENDO DS（予定）の開発実機で制作された作品などが並ぶ。

東京コミュニケーションアート専門学校

業界の中で、業界のプロに直接仕事を学び、自分を活かして、好きなことを楽しみながら成長する。本校は、そんな学び
方ができる、どこにもない学校です。企業様とのプロジェクトを中心にゲーム・CG・イラストを展示します。その中でも今回
は株式会社デクスター様とのプロジェクトで学生がキャラクターデザインをおこなった作品、携帯オンラインRPG
「PROMISED LAND」を展示発表します。

東北電子専門学校

本校は、マルチメディア分野にゲームソフトクリエーター科、ゲームソフトエンジニア科の２学科があります。その中で複
数のプロジェクトチームを編成し、ゲームの企画・開発・制作した学生作品を展示します。制作では学生が中心になり、
緊密な打合せやゲーム制作に到るまで積極的に取り組み、個性ある作品が揃えられました。また、複数学科のコラボ
レーションを実現し、デジタルミュージック科の学生はゲームミュージックを作曲、デジタル映像放送科は、メイキング映
像の制作を担当し、ご来場のみなさまに楽しくプレイして頂ける展示をします。ぜひ東北電子の出展ブースに立ち寄って
ください。
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トライデントコンピュータ専門学校

アメリカで開催される世界最大のＣＧコンベンション「ＳＩＧＧＲＡＰＨ」をはじめ、ハイレベルな学生作品が国内トップクラス
のコンテストで受賞快挙の嵐。河合塾が運営する専門学校で、東海地区最初のＣＥＳＡ会員校でもあります。東京ゲーム
ショウでも２年連続、２組ノミネートなどの実績を誇り、今年８回目の出展ブースではゲーム開発・３ＤＣＧムービーなど学
生が魂をこめた作品を紹介、見るだけでは分からない制作者の世界がブースにて体験していただけます。制作にかか
わった学生たちもお待ちしておりますので、企業採用ご担当の方を含め、ぜひ一度お越しください。プレーヤーからクリ
エーターへ！あなたの舞台がここから始まります。

【実施イベント】
イベント名：学生ゲーム作品プレイ＆ＣＧムービー上映
開催日時：9月22日(金)～24日（日） 10:00～17:00 ゲームショウ開催中は繰り返し上映を行います。
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携帯アプリ等を自由にプレ
イ可能。コンテスト受賞３ＤＣＧムービーを中心に上映します。

名古屋工学院専門学校

名古屋工学院専門学校は今年も、ゲームを中心にＣＧムービーやｉアプリ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。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作品もそろっています。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、インターネットや雑誌で紹介されているものも多く、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２７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

本校ではコンピューター言語やグラフィックなどゲーム制作に必要な技術を基礎から学びます。学習の成果を発揮する
ため、ゲームの企画・デザイン・プログラムといったゲーム制作工程を実践し、即戦力となるクリエーターを目指します。
ブースでは在校生が制作したアクション、シューティング、パズル、ネットワークなど様々なジャンルの３D、２Ｄゲーム１０
種類以上を出展します。
さらに今年は学生がデザインしたブースのマスコットキャラクター「ラピスちゃん」も待っています。「ラピスちゃん」と一緒
に撮影できる等身大ポップもあるので是非お越しください。

日本工学院専門学校／日本工学院八王子専門学校

日本工学院ブースでは、学生の優秀ゲーム作品体験コーナーやアニメーション・CG作品上映をいたします。
また、水族館チケットの当たる楽しいゲームアトラクションも実施いたしますのでぜひお立ち寄りください。

日本電子専門学校
TGS出展11回目を迎える今年のブースには約14台の操作端末が設置され、ご来場いただいた多くのお客様に、学生が
制作したゲームをお楽しみいただいています。例年、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
も若い創造性豊かな様々なジャンルのゲーム作品が多数出品されていますので、是非お立ち寄り下さい。

【実施イベント】

イベント名：学生制作ゲームにチャレンジ！

開催日時：9月23日(土)・24(日) 10:00～

学生ゲームにチャレンジししていただいたお客様にちょっとしたプレゼントを進呈します。
※プレゼント配布終了の場合はご容赦下さい。

東日本デザイン＆コンピュータ専門学校

群馬県前橋にあるゲームや映画・映像制作会社への就職に強いスペシャリスト養成校です。
今年で4年連続の出展となる3DCG関連コースでは、ゲームCGデザインをはじめ、デッサンや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。
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。
プレゼントもご用意しておりますので、ぜひご来場ください！

横浜デジタルアーツ専門学校

横浜デジタルアーツ専門学校の学生作品を展示紹介します。
合わせて学校紹介、カリキュラムを紹介いたします。来場の皆さまに広く学校のことを知っていただけたらと思います。業
界の皆さまにも学生が企画、制作したゲーム作品、ＣＧ作品をご覧頂き、気に入っていただければ幸いです。今回は
「CRADLE CROSS」というシミュレーションＲＰＧをメインに楽しんでいただきます。こうご期待。

代々木アニメーション学院

代アニ学院全１２校のゲーム・クリエイター学部に在籍する学生作品を中心に展示。
２Ｄ・３Ｄデジタル作品をはじめプレイ可能なオリジナルゲーム作品も出展しています。
入学を考えている人のために質問・相談コーナーや各種資料コーナーを設置、無料一日体験入学やパンフレット、
その他いろいろと取り揃えています。
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物販コーナー
SNKプレイモア

ＳＮＫプレイモアが、物販コーナーに初出展！サムライスピリッツの人気キャラクター「いろは」のフィギュアをはじめ、ＫＯ
Ｆオリジナルグッズなど、ファン必見の注目アイテムを多数ご用意。さらに東京ゲームショウならではのサプライズもあ
り！ＳＮＫプレイモア物販コーナーも要チェック！

キッド

ＫＩＤが送る新作ソフト「龍刻」、「水の旋律２～緋の記憶～」や、「Ｍｅｍｏｒｉｅｓ　Ｏｆｆ」シリーズの会場限定テレカ、新作テレ
カ、新作グッズを中心にオリジナルアイテムの販売を行ないます。

コスパ

株式会社コスパからは、人気ゲームやアニメの新作グッズを発売!!コスパブースにみんな集まれ!新作グッズは「ファイナ
ルファンタジーXI」から【モーグリ】のぬいぐるみが登場。その他にも、「モンスターハンター2」や「ラグナロクオンライン」の
新商品を発売予定。その他にもブランド【COSPA】から新規アパレルブランド「アイテムヤ(ItemYa)」を発表。コスパがRPG
世代のためのグッズブランド。RPG世代に向けた思わずニヤリとするグッズに乞うご期待！

スクウェア・エニックス

物販コーナーはキャラクターグッズがいっぱい！
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』等、スクウェア・エニックス オリジナルキャラクターグッ
ズを多数取り揃えて、お客様のご来場をお待ちしております。
また今回は“スクウェア・エニックス MUSIC CD SHOP”が初出展！！
スクウェア・エニックスレーベルから発売された音楽CD/DVD商品一挙取り扱いです。
是非御来場下さい。

ソフトバンク クリエイティブ

今年４月にリニューアルした総合ゲーム雑誌『ゲーマガ』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を
いたします。
ブロッコリー

昨年も大好評だったテレカ博を開催いたします！

開発ツール＆ミドルウェアコーナー
エイチアイ

携帯電話や携帯ゲーム機、組込み機器上等で、3Dグラフィックスをリアルタイムに描画することが可能なフルソフトウェ
アの3D描画エンジン、"MascotCapsule(R)"をご紹介いたします。
特別なハードウェアやOSに依存せず、国内外で累計1億台以上(2005年9月現在)に搭載・出荷され、既に数百タイトルの
3Dゲームで使用実績もあるMascotCapsule(R)の優れたパフォーマンスを、最新の携帯電話上で動作するコンテンツを通
じて、ぜひ体感してください!

NTTアドバンステクノロジ

弊社ブースでは下記の2製品を出展致します。
【歌声合成ソフト　ワンダーホルン】
“ワンダーホルン”は、コンピュータで歌声を作り出すための歌声合成ソフトウェアです。楽譜と歌詞の情報を与えると、あ
らかじめ構築してあるデータベースを用いて、自然な歌声を合成することができます。
【3D画像合成システム　AmazeART】
短時間で写真品質の3次元CGデータを自動生成し、その3Dコンテンツとのリアルな合成映像を手軽に楽しめます。ビジ
ネスユースから娯楽系アトラクションまで様々なニーズにお応えします。

クリーク・アンド・リバー社

クリーク・アンド・リバー社は、登録クリエイター国内外30,000名、提携プロダクション800社、取引先企業3,000社のネット
ワークを持つ、日本最大のクリエイターエージェンシーです。
映像、ゲーム・モバイル、Web、広告を中心としたクリエイティブ領域において人材支援、コンテンツの企画制作、著作権
管理などを展開し、日本を代表する数多くのコンテンツ制作に携わっています。
ゲーム・モバイルに関わる人材のご要望、制作のアウトソースなど、クリエイティブに関わるご相談は是非、弊社まで！

三徳商事
プロトタイピング特化型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を展
示予定。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。
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CRI・ミドルウェア

国内外１１００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 Audio』『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のサウンドオーサリングやHDムービーの再生を、実際の画面をご覧いただきながら説明いた
します。

報映産業

PS3タイトル開発用　Blu-ray Disc デュプリケータ　「BHD-100」シリーズ　を展示致します。

ボーンデジタル

2006年9月22日(金) に開催される 「東京ゲームショウ 2006」におきまして、ボーンデジタルより3Dコンピュータグラフィッ
クス制作における新しいワークフローをご提案いたします。展示会場では、それら製品の展示はもとより、ワークフローの
流れを含めたデモンストレーションを行う予定となっております。ご来場の際は、是非弊社ブースまでお立ち寄りくださ
い。

　　　会期：2006年9月22日（金曜日）
　　　会場：幕張メッセ
　　　ブース：開発ツール＆ミドルウェアコーナー内 「3-N6」 ブース

マイクロコム

☆SpheroCamHDR
HDRIフォーマットでの撮影を簡単にできるカメラです。
SpheroCamHDRは1度の撮影で球体イメージにおける、光量を捕らえて、中間ファイルにデータを格納します。
撮影を高解像度で行うので反射マップおよび背景マップはより詳細なものになります。
☆Turtle
ＭＡＹＡのレンダラー。より高速なレンダリングが可能となります。
また、TurtleはMAYAのGUIに組み込まれているので、MAYAのGUIでの設定を行えます。
☆Sapphire After Effects & Compatible products
ハイエンドでおなじみのSapphireが下記のソフトのプラグインとして使用できます。
・After Effects
・Premiere & Premiere Pro
・Final Cut Pro
・Motion
・Autodesk Combustion
・Eyeon Fusion
・Sony XPRI

５０音順／株式会社等の表記省略


