
 

 

 
2006 年 9 月 12 日 

 
社団法人コンピュータエンターテインメント協会 

日       経       Ｂ       Ｐ       社 

 

「東京ゲームショウ２００６」 

出展予定タイトル・ブース内容第２弾発表 
 

出展予定出展予定出展予定出展予定 タイトルタイトルタイトルタイトル、、、、ブースブースブースブース内容発表第内容発表第内容発表第内容発表第 ２２２２弾弾弾弾     

９月１日までに届出のあった１０７社のゲームソフト、およびブース内容を発表いたします。未発表

分を含め現在の出展予定タイトル数（周辺機器等含む）は、５７３タイトルです。そのうち、オンラ

イン対応のゲームは、１３３タイトルとなります。事前登録数、オンライン対応ゲーム数ともに、過

去最高だった前回開催時（事前登録数：５１６、オンライン対応ゲーム数：８０）を上回る登録数と

なります。ジャンル別、プラットフォーム別のタイトル数は以下の通りです。 

※詳細は別紙一覧をご参照ください。 
 

【【【【出展予定出展予定出展予定出展予定タイトルタイトルタイトルタイトル数一覧数一覧数一覧数一覧】】】】 

ジャンル タイトル数  プラットフォーム タイトル数 

アクション １２９  パソコン １２７ 

ロールプレイング ７６  携帯電話 １２５ 

シミュレーション ４９  プレイステーション２ １００ 

パズル ３５  ニンテンドー ＤＳ ５２ 

アドベンチャー ３３  プレイステーション・ポータブル ３３ 

スポーツ ２８  Xbox３６０ ２０ 

シューティング ２３  プレイステーション３ １８ 

レーシング １６  Ｗｉｉ ５ 

その他 １８４  ゲームボーイアドバンス ２ 

   Xbox １ 

   ニンテンドー ゲームキューブ １ 

   プレイステーション １ 

   その他 ８８ 

 

一 部一 部一 部一 部 ののののゲームタイトルゲームタイトルゲームタイトルゲームタイトルのののの試 遊試 遊試 遊試 遊 についてについてについてについて    

今回の｢東京ゲームショウ２００６｣より、ＣＥＳＡ倫理規定・ＣＥＲＯ倫理規定の新レーティング

制度の運用に伴い、「Ｚ区分」作品または「Ｚ区分」に相当する表現を含む作品の試遊は、18歳以上

のみとさせていただきます。年齢制限のあるゲームタイトルの試遊をご希望される場合は、年齢確認

ができる書類(運転免許証・パスポート・学生証など)の提示が必要となります。18歳以上の方は上記

書類をご持参くださいますようお願いいたします。 

※年齢確認は各ブースで行います。 
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出展社名 タイトル名 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ ジャンル 価格（予価/税込） 発売日(予定) オンライン

一般展示
アイレムソフトウェアエンジニアリング ポンコツ浪漫大活劇バンピートロット２ PS2 アクション 未定 2007年

ブロックス倶楽部ポータブル with バンピートロット PSP パズル 2,940円 2006年9月21日
パチパラ１３～スーパー海とパチプロ風雲録～ PS2 シミュレーション 5,040円 2006年10月26日

ELEVEN-UP ベルアイル PC ロールプレイング 900円/30日 サービス中 対応
真・三國無双ＢＢ PC アクション 未定 未定 対応

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＞ 最新番組のみ無料
※ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ視聴：有料

随時更新

SNKプレイモア KOFマキシマムインパクト 2 PS2 対戦格闘 7,140円 発売中 対応
ザ・キング・オブ・ファイターズ イレブン PS2 対戦格闘 7,140円 発売中 対応
SNK VS.CAPCOM カードファイターズDS DS カードバトル 5,040円 2006年12月
餓狼伝説バトルアーカイブズ1 PS2 対戦格闘 5,040円 発売中 対応
餓狼伝説バトルアーカイブズ2 PS2 対戦格闘 5,040円 2007年 対応
餓狼伝説SPECIAL XB360 対戦格闘 400pt 2006年9月 対応
メタルスラッグ コンプリート PSP アクションシューティング 5,040円 2006年12月
メタルスラッグ6 PS アクションシューティング 5,040円 発売中
メタルスラッグ外伝～Allen’s Battle Chronicles～ iモード アクションシューティング 20pt 配信中
メタルスラッグ　サバイバーズ iモード アクションシューティング 20pt 配信中
メタルスラッグ　ソルジャーズ iモード アクションシューティング 20pt 配信中
メタルスラッグ Ezweb アクションシューティング 210円 配信中
ザ・キング・オブ・ファイターズ'98 アルティメット マッチ PS2 対戦格闘 3,990円 2007年 対応
ザ・キング・オブ・ファイターズ ネスツ編 PS2 対戦格闘 5,040円 2007年 対応
SNKスロットパニック　球児 PS2 パチスロシミュレーター 3,990円 2006年12月
Days of Memories～僕と彼女の熱い夏～ iモード 恋愛シミュレーション 20pt 配信中
Days of Memories２～僕の一番大切な君へ～ iモード 恋愛シミュレーション 20pt 配信中
Days of Memories～大江戸恋愛絵巻～ iモード 恋愛シミュレーション 20pt 配信中
アテナ フルスロットル iモード アクション 20pt 配信中
アテナ オン ステージ iモード 育成シミュレーション 20pt 配信中
龍娘（ドラゴンギャル） iモード パチスロシミュレーター 20pt 配信中
花盛～ＳＮＫスロットパニック～ iモード パチスロシミュレーター 20pt 2006年9月下旬
超お父さん～ＳＮＫスロットパニック～ iモード パチスロシミュレーター 20pt 2006年9月下旬
ザ・キング・オブ・ファイターズ～ＳＮＫスロットパニック～ iモード パチスロシミュレーター 20pt 配信中
Days of Memories～僕と彼女の熱い夏～ EZweb 恋愛シミュレーション 315円 配信中
ザ・キング・オブ・ファイターズ バレーボール Ezweb 格闘スポーツ 210円 配信中
球児 パチスロ機 パチスロ

NHN Japan ハンゲーム（カジュアルゲーム） PC その他 無料 サービス中 対応
クールにバスケ FREESTYLE（フリースタイル） PC スポーツ 無料 サービス中 対応
アラド戦記 PC アクション 無料 対応
プロ野球 ファミスタ オンライン PC スポーツ 無料 対応

エルザ ジャパン セルファクター PC アクション 未定 未定 対応

ELSA PHYNITE X100 - AGEIA PhsyX物理演算アクセラレーター オープン 今秋

カナダパビリオン　[カナダ]
　ATI Technologies Inc. コルムオンライン PC ロールプレイング 対応

アニス＆フリッキー PC アクション 対応
カバルオンライン PC ロールプレイング 対応
ファンタシースターユニバース PC ロールプレイング 対応

アニメ・漫画・ゲーム・声優などの人気ラジオ番組が約
40番組弱配信されているインターネットコンテンツ

AGEIA PhsyXプロセッサを搭載し、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
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出展社名 タイトル名 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ ジャンル 価格（予価/税込） 発売日(予定) オンライン
Kingdom Under Fire PC ロールプレイング 対応

KDDI KOFマキシマムインパクト2 PS2 その他 7,140円 発売中 対応
ザ・キング・オブ・ファイターズ イレブン PS2 その他 7,140円 発売中 対応
餓狼伝説バトルアーカイブズ1 PS2 その他 5,040円 発売中 対応
餓狼 マーク・オブ・ザ・ウルブス PS2 その他 3,990円 発売中 対応
ザ・キング・オブ・ファイターズ オロチ編 PS2 その他 5,040円 発売中 対応
幕末浪漫　月華の剣士1・2 PS2 その他 3,990円 発売中 対応
モンスターハンター2（ドス） PS2 アクション 7,329円 発売中 対応

コーエー Fatal Inertia PS3 レーシング 未定 2006年
ブレイドストーム　百年戦争 PS3 アクション 未定 未定
仁王 PS3 アクションRPG 未定 未定
麻雀大会Ⅳ PS3 テーブル(麻雀) 未定 2006年11月
戦国無双２ Empires PS2 アクション 4,494円 2006年11月
三國志11 PS2 シミュレーション 9,240円 2006年9月28日
ジーワン ジョッキー ４ 2006 PS2 アクション 7,140円 2006年9月14日
遙かなる時空の中で 舞一夜 PS2 アドベンチャー 7,140円 2006年9月
雀･三國無双 PSP テーブル(麻雀) 5,040円 2006年9月28日 対応
雀･三國無双 DS テーブル(麻雀) 5,040円 2006年9月28日 対応
ﾎﾟｹｯﾄｼﾅﾘｵｼﾘｰｽﾞ 遙かなる時空の中で 舞一夜 DS その他 5,040円 2006年11月30日
真･三國無双BB PC アクション 1,995円 2006年9月27日 対応
大航海時代 Online ～La Frontera～ PC ロールプレイング 6,090円 配信中 対応
信長の野望 Online ～破天の章～ PS2、PC ロールプレイング 未定 2006年12月 対応
信長の野望・覇王伝 モバイル シミュレーション 525円/月 配信中
Mobile三國志３ モバイル シミュレーション 525円/月 配信中
Mobile太閤立志伝 モバイル シミュレーション 315円/月 配信中

KONAMI Elebits Wii 未定 未定 2006年 未定
CODED ARMS ASSAULT PS3 FPS 未定 未定 対応
麻雀格闘倶楽部PS3(仮) PS3 テーブル 未定 未定 対応
麻雀格闘倶楽部 全国対戦版 PSP テーブル 5,229円 今冬 対応
麻雀格闘倶楽部ＤＳ（仮） DS テーブル 未定 未定 対応
麻雀格闘倶楽部5 アーケード テーブル 店舗により異なります 稼働中 対応
METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS PS3 ﾀｸﾃｨｶﾙｴｽﾋﾟｵﾅｰｼﾞｱｸｼｮﾝ 未定 2007年 対応
METAL GEAR SOLID  PORTABLE OPS PSP アクション 未定 今冬 対応
METAL GEAR SOLID BANDE DESSINÉE PSP デジタルバンドデシネ 2,940円 2006年9月21日
実況パワフルプロ野球１３ PS2 スポーツ（野球） 7,329円 2006年7月13日 対応
パワプロワールド モバイル ｽﾎﾟｰﾂ（野球）&ﾐﾆｹﾞｰﾑ他 315円/月 配信中 対応
パワプロクンポケット9 DS 野球バラエティ 未定 今冬 未定
ボクらの太陽 Django & Sabata DS アクションRPG 5,229円 2006年11月22日 未定
ウイニングイレブンシリーズ（仮） XB360 スポーツ（サッカー） 未定 今冬 対応
ワールドサッカーウイニングイレブンDS DS スポーツ（サッカー） 4,179円 2006年11月2日 対応
ワールドサッカー ウイニングイレブン10 ユビキタスエヴォリューション PSP スポーツ（サッカー） 未定 今冬
Jリーグ ウイニングイレブン10 ＋ヨーロッパリーグ’06-’07 PS2 スポーツ（サッカー） 7,329円 2006年11月
ワールドサッカーウイニングイレブン2006　アーケードチャンピオンシップ アーケード スポーツ（サッカー） 稼動中 対応
pop'n music13 カーニバル PS2 音楽シュミレーション 7,329円 2006年9月28日
GuitarFreaksV2 & DrumManiaV2 PS2 ｷﾞﾀｰ＆ﾄﾞﾗﾑｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 7,329円 2006年11月22日
beatmania IIDX12 HAPPY SKY PS2 ＤＪシミュレーション 未定 未定
DanceDanceRevolution SuperNOVA PS2 ダンスシミュレーション 未定 来春
pop'n music14 FEVER！ アーケード 音楽シュミレーション 稼動中 対応
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出展社名 タイトル名 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ ジャンル 価格（予価/税込） 発売日(予定) オンライン

GuitarFreaksV3　DrumManiaV3 アーケード ギタシミュレーション
ドラムシミュレーション 稼動中 対応

beatmania IIDX14 ＧＯＬＤ アーケード ＤＪシミュレーション 今冬 対応
DanceDanceRevolution SuperNOVA アーケード ダンスシミュレーション 稼働中 対応

武装神姫 PC その他 未定
（基本無料・ｱｲﾃﾑ課金）

2006年9月ﾌﾟﾚｻｰﾋﾞｽ開始 対応

ときめきメモリアルONLINE PC 学園・コミュニティゲーム

ﾚｼﾞｽﾄﾚｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ
(30日間のお試しプレイ期間

付) 1,300円

30日間ﾌﾟﾚｲﾁｹｯﾄ1,200円

オープンサービス中 対応

悪魔城ドラキュラ　ギャラリー オブ ラビィリンス DS アクション 5229円 2006年11月16日 対応
SILENT HILL　ORIGINＳ PSP ホラー・アドベンチャー 未定 2007年 未定

ネギま！？3時間目　恋と魔法と世界樹伝説 （演劇版・ライブ版） PS2 3Dバトルアクション
演劇版：7,329円
ライブ版：6,279円 2006年11月16日

FLATOUT 2 GTR（がんばれ！とびだせ！レーシング！！） PS2 爽快破壊ドライビング 5,980円予定 今冬 未定
おとぎ銃士赤ずきん DS 着せ替え＆アクションパズル 5,229円 2006年12月7日
サバイバルキッズ-LOST in BLUE 2-（仮） DS ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ･ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 未定 来春 未定
クイズマジックアカデミー モバイル クイズ 315円/月 配信中 対応

Cykan Entertainment Co., Ltd.　[韓国] ペーパーマン PC シューティング 未定 2006年12月 対応
アールエフシ（リアル・ファイティング・チャンピオンシップ） PC アクション 未定 2006年12月 対応
アール・マン PC アクション 未定 2006年10月 対応
バトル・ブーム PC その他 未定 2006年9月
愛犬王 PC その他 未定 2007年6月 対応
フィシング・オン PC 未定 2006年9月 対応

さくらインターネット ダンジョンズ & ドラゴンズ・オンライン“ストームリーチ” PC ロールプレイング
クライアント料1,500円

1,500円/月 発売中 対応

ロード・オブ・ザ・リング・オンライン（仮称） PC ロールプレイング 未定 未定 対応

サミーネットワークス シールオンラインTCG PC その他
月額会員525円～

期間会員30日コース
1,000円～

都度課金500円～

2006年4月3日 対応

スクウェア・エニックス ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー DS ロールプレイング 未定 2006年
ファイナルファンタジーV　アドバンス GBA ロールプレイング 5,040円 2006年10月12日
ファイナルファンタジーVI　アドバンス GBA ロールプレイング 未定 今冬
聖剣伝説４ PS2 アクションアドベンチャー 未定 2006年
チョコボと魔法の絵本 DS アドベンチャー 未定 今冬
コンピレーション オブ ファイナルファンタジーVII PSP他 アクションRPG他 一部対応
ファブラ ノヴァ クリスタリス ファイナルファンタジーXIII PS3他 ロールプレイング他

ファイナルファンタジーIII DS ロールプレイング 5,980円 2006年8月24日

ファイナルファンタジーXI PC/PS2/XB360 MMORPG
PS2/Xbox360 8,190円
PC オープンプライス 発売中 専用

プロジェクト シルフィード XB360 ｼﾈﾏﾃｨｯｸｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ 7,140円 2006年9月28日
ドラゴンクエストモンスターズMOBILE 携帯電話 ロールプレイング 525円/月 配信中
ドラゴンクエスト不思議のダンジョンMOBILE 携帯電話 ロールプレイング 525円/月 配信中
聖剣伝説　-ファイナルファンタジー外伝- 携帯電話 ロールプレイング 525円 落としきり 配信中
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円/月 配信中
ポケメ～ト 携帯電話 コミュニケーション 210円/月 配信中

セガ Power Smash 3 PS3 スポーツ（テニス） 未定 2007年春
BLEACH Ｗｉｉ 白刃きらめく輪舞曲 Wii ３D対戦格闘 7,140円 2006年12月 未定
龍が如く2 PS2 アクションアドベンチャー 7,140円 2006年12月7日
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出展社名 タイトル名 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ ジャンル 価格（予価/税込） 発売日(予定) オンライン
シャイニング・フォース イクサ PS2 RPG 未定 今冬
シャイニング・ウィンド PS2 RPG 未定 2007年春
J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう！5 PS2 ｽﾎﾟｰﾂ育成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 未定 今冬
デストロイ　オール　ヒューマンズ！ PS2 ﾏﾆｱｯｸ･ｱｸｼｮﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 未定 2007年
APPLESEED EX PS2 ｶﾞﾝ&ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞｱｸｼｮﾝ 7,140円 今冬
SEGA AGES 2500 シリーズ Vol.28 テトリスコレクション PS2 落ちものパズル 2,625円 2006年9月28日
三国志大戦ＤＳ DS リアルタイムカード対戦 5,980円 2007年1月25日 対応
BLEACH DS 2nd  黒衣ひらめく鎮魂歌 DS 2D対戦格闘 5,040円 2007年 対応
脳年齢　脳ストレス計　アタマスキャン DS 脳年齢　脳ストレス計 2,940円 発売中
オシャレ魔女 ラブ and ベリー ～DSコレクション～ DS オシャレダンスアクション 6,090円 2006年11月22日
ブラック・ジャック 火の鳥編 DS マンガアドベンチャー 5,040円 2006年11月9日
プラネタリウムクリエイター 大平貴之監修 ホームスター ポータブル PSP 星空ナビゲーター 3,280円 2006年10月19日

 ソニーコンピュータサイエンス研究所　茂木健一郎博士監修 脳に快感 みんなでアハ体験！ PSP アハ体験 2,940円 2006年11月30日
己（ルビ：おれ）のダンジョン PSP ダンジョン育成RPG 5,040円 2006年11月30日 対応
FULL AUTO XB360 コンバットバトルレーシング 7,140円 2006年9月28日 対応

スパイク トゥーム・レイダー: レジェンド XB360 アクションアドベンチャー 7,140円 2006年10月5日
スパイク エルヴァンディアストーリー PS2 シミュレーションRPG 7,140円 2007年1月 未定

フロム・ソフトウェア アーマード・コア4 PS3 ハイスピードメカアクション 未定 2006年12月 未定
ＴＨＱジャパン The Outfit XB360 ミリタリーアクション 7,140円 2006年11月2日 対応

サクセス オペレーション・ダークネス  XB360 ﾎﾗｰ・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝRPG 未定 2006年
レッド・エンタテインメント WILD WATER ADRENALINE featuring Salomon（仮） PS2 ダウンリバーアクション 5,040円 2007年2月

ASNetworks/アークシステムワークス GUILTY GEAR DUST STRIKERS DS 対戦アクション 5,040円 2006年10月5日

ディンプル ピンキーストリート　キラキラ☆ミュージックアワー DS きせかえTouch!Live!
限定版 6.300円
通常版 5.040円

2006年10月26日 未定

マイルストーン タンクビート DS ３Dタンクバトル 5,040円 2006年11月30日 対応
アーテイン LOST REGNUM　～魔窟の皇帝～ PSP アクションRPG 5,040円 2006年11月 対応

アーベル/ヴューズ すくぅ～る らぶっ！ ～恋と希望のメトロノーム～ PS2 萌えハニ学園アドベンチャー
限定版 9,240円
通常版 7,140円

2006年12月14日 対応

ソウル市パビリオン　[韓国]

　Total A Plus Co., Ltd.
TFT-LCDを活用した広告用製品、ゲーム機用
Tower Light, LEDを活用した広告Sign

未定

台湾ゲーム館（TAITRA）　[台湾]
　GAMANIA  DIGITAL ENITERTAINMENT CO., LTD. Bright Shadow PC ロールプレイング 未定 未定 対応

仙魔道 PC ロールプレイング 未定 未定 対応
ネットdeすごろく す～ぱぁ★リッチ PC その他 未定 未定 対応
AOW PC シューティング 未定 未定 対応
星辰 PC ロールプレイング 未定 未定 対応

飛天online PC ロールプレイング
基本プレイ無料

アイテム課金方式 サービス中 対応

ホーリービースト PC ロールプレイング
基本プレイ無料

アイテム課金方式 今秋 対応

　INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO., LTD. Q3baby Online PC その他 Free 2006年9月15日 対応
i Dancing Online PC その他 Free 2006年12月6日 対応
Fong Shen2 PC アドベンチャー Free 2003年7月3日 対応
GameTower-Online Game Portal PC その他 Free 2004年7月4日 対応

ディースリー・パブリッシャー 地球防衛軍Ｘ（仮） XB360 アクション 未定 今冬
お姉チャンバラvorteX ～忌血を継ぐ者たち～ XB360 アクション 未定 今冬
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マーメイド プリズム PS2 シミュレーション
限定版：8,190円
通常版：5,040円 2006年10月26日

令嬢探偵～オフィスラブ事件慕～ PS2 アドベンチャー 5,040円 2006年12月
SIMPLE2000シリーズ Vol.104 THE ロボットつくろうぜっ！　～激闘！ロボットファイト～ PS2 アドベンチャー 2,100円 2006年8月10日
SIMPLE2000シリーズ Vol.105 THE メイド服と機関銃 PS2 アクション 2,100円 2006年8月10日
SIMPLE2000シリーズ Vol.107 THE 炎の格闘番長 PS2 格闘アクション 2,100円 2006年9月14日
SIMPLE2000シリーズ Vol.108 THE 日本特殊部隊　～日本列島犯罪24時～ PS2 アクション 2,100円 2006年9月14日
SIMPLE2000シリーズ Vol.109 THE タクシー2 ～運転手はやっぱり君だ！～ PS2 シミュレーション 2,100円 2006年10月12日
SIMPLE2000シリーズ Vol.110 THE 逃亡プリズナー ～ロスシティ 真実への10時間～ PS2 アクション 2,100円 2006年10月12日
SIMPLE2000シリーズ Vol.111 THE いただきライダー ～お前のバイクは俺のモノ／Ｊacked～ PS2 レース 2,100円 2006年10月26日
SIMPLE2000シリーズ Vol.112 THE 逃走ハイウェイ2　～ROAD WARRIOR 2050～ PS2 アクション 2,100円 2006年11月30日
SIMPLE2500シリーズ ポータブル!! Vol.8 THE どこでもギャル麻雀 PSP テーブル 2,625円 2006年10月26日
SIMPLE DSシリーズ Vol.9 頭の良くなる THE 目のトレーニング DS ETC 2,800円 2006年12月
SIMPLE DSシリーズ Vol.10 THE どこでも漢字クイズ（仮） DS クイズ 2,800円 2006年12月
SIMPLE DSシリーズ Vol.11 もう一度通える THE 大人の小学校 DS クイズ 2,800円 2006年12月

D4エンタープライズ プロジェクト　エッグ 0円～945円
毎週火曜日

新規タイトル発売！

エッグ　プラス 1,050円～
第２、第４金曜日
新規ﾀｲﾄﾙ発売！

ワンチップMSX 20,790円 2006年10月末

トーアメック
スーパースリムＣＲＴ、オープンフレームＬＣＤ
冷陰極小型カラーライト、インバータ

未定 発売中

NeoWiz Japan モナトエスプリ PC 対応
アール・ツー・ビート PC 対応
デカロン PC 対応
ゲームチュー PC 対応

NETTS テイルズランナー PC アクション アイテム課金制 サービス中 対応
墨香オンライン PC ロールプレイング アイテム課金制 サービス中 対応
フルタイム PC アクション アイテム課金制 2006年10月以降 対応
16Pounds PC アクション アイテム課金制 2006年10月以降 対応
フローレンシア PC ロールプレイング 未定 2007年初頭 対応
DNR PC ロールプレイング 未定 2007年初頭 対応
Jgames PC その他 未定 2006年10月以降 対応
コルムオンライン2 PC ロールプレイング 未定 未定 対応
ミュウコム PC リズムアクション 未定 未定 対応

ハドソン ボンバーマンオンライン PC アクション 登録無料 対応
桃太郎電鉄16　北海道大寒波の巻！ PS2 ボードゲーム 未定 2006年末

バンダイナムコゲームス 銀魂　でぃ～えす　万事屋大騒動！ DS 銀魂的生活シミュレーション 5,040円 2006年9月21日
.hack//G.U. Vol.2 君想フ声 PS2 アクションRPG 7,140円 2006年9月28日
ガンダムバトルロワイヤル PSP 3Dアクション 5,140円 2006年10月5日
ドラゴンボールZ　Sparking! NEO PS2 3Dアクション 7,140円 2006年10月5日
グンペイ リバース PSP MUSIC×PUZZLE 未定 未定
音をつなごう！グンペイりば～す♪ DS 音楽×パズル 3,990円 2006年10月19日
キャプテン翼 PS2 ドラマチックサッカー 7,140円 2006年10月19日

台湾製のカスタム対応可能なアミューズメント
ゲーム機器組込み型の３．５～４２インチまでのＬ
ＣＤモニターと２１～３２インチまでのスーパースリ

ムＣＲＴ

各ハードウェアメーカーよりハードウェアのＢＩＯＳ
のライセンスを受け、各ソフトウェアメーカーより

ゲームソフトのライセンスを受けて、それらを当社
製エミュレーターソフトウェアと組み合わせること
により、様々なプラットフォーム上でレトロゲーム

を動作させることが可能。

シームレスマウス等、ゲームをより楽しむ
ための機能を追加したのが、EGG PLUS。

MSX2に対応した世界初のワンチップMSX。
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ジョジョの奇妙な冒険　ファントムブラッド PS2 波紋疾走アクション 未定 2006年10月26日
カルドセプトサーガ XB360 ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ･ﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑ 7,329円 2006年11月22日
NARUTO-ナルト-木ノ葉スピリッツ!! PS2 3D忍アクション 7,140円 今冬
機動戦士ガンダム Target in Sight PS3 3Dｱｸｼｮﾝ･ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ 未定 未定
デジモンセイバーズ　アナザーミッション PS2 ドラマチックRPG 7,140円 2006年11月
仮面ライダーカブト PS2 対戦格闘アクション 未定 今冬
機動戦士ガンダムSEED　連合vs.Z.A.F.T.Ⅱ　PLUS PS2 チームバトルアクション 7,140円 2006年12月7日
ガンダム オペレーション トロイ XB360 FPS 未定 今冬
エースコンバットＸ　スカイズ・オブ・デセプション PSP フライトシューティング 5,040円 2006年10月26日
ﾃｲﾙｽﾞ　ｵﾌﾞ　ｻﾞ　ﾃﾝﾍﾟｽﾄ DS 魂を呼び覚ますRPG 5,040円 2006年10月26日
リッジレーサー７ PS3 レーシング 未定 未定
ﾃｲﾙｽﾞ　ｵﾌﾞ　ｻﾞ　ﾜｰﾙﾄﾞ　ﾚﾃﾞｨｱﾝﾄﾏｲｿﾛｼﾞｰ PSP ロールプレイング 未定 今冬
ﾃｲﾙｽﾞ　ｵﾌﾞ　ﾃﾞｽﾃｨﾆｰ PS2 運命という名のRPG 7,140円 2006年11月22日
アイドルマスター XB360 アイドルプロデュース 未定 未定
トラスティベル　～ショパンの夢～ XB360 新感覚クロニクルRPG 未定 未定
テイルズ オブ ファンタジア ーフルボイスエディションー PSP 声が彩る、伝説のRPG 5,040円 発売中
リッジレーサーズ２ PSP レーシング 5,040円 2006年9月14日
バウンティ・ハウンズ PSP アクション 5,040円 2006年9月21日
Universal Century.net GUNDAM ONLINE Zero G Attack PC MMORPG オープン 発売中
Hellgate:London PC アクションRPG 未定 未定
川島教授の全脳トレ（仮） 携帯電話 クイズ・学習 315円/月 今冬
テイルズ オブ ヴァールハイト第1章 携帯電話 ロールプレイング 525円/月 配信中
もじリス 携帯電話 パズル 315円/月 配信中
のろいちゃんの神経衰弱 携帯電話 カードゲーム 315円/月 2006年8月8日
通信対戦もじぴったん（仮） 携帯電話 パズル 315円/月 今冬
リッジレーサーワイヤレスバトル 携帯電話 レーシング 315円/月 今冬

機動戦士ガンダム3D　めぐりあい宇宙編 携帯電話 アクション
iモード：315円/月

Vodafone：525円/DL 配信中

ふりーむ 萌えるオヤジの「ちょいワル」脳トレーニング PC その他 2,000円 今秋 対応

ご飯が３杯は食べられるほど面白い！フリーゲーム大全集 無料 今秋

ブロッコリー Gift－prism－ PS2 アドベンチャー
初回限定Prism Box：

9,240円
通常版：7,140円

2006年10月19日

名探偵エヴァンゲリオン PS2 アドベンチャー
プレミアムBox：26,040円

特装版：8,190円
通常版：7,140円

2006年11月22日

マーベラスインタラクティブ プリンセス・プリンセス 姫たちのアブナい放課後 PS2 アドベンチャー
限定版 8,190円
通常版 7,140円

2006年10月26日

ネギま!? 超 麻帆良大戦 かっとイ～ン★契約執行でちゃいますぅ DS シミュレーション 5,040円 2006年10月26日

ゼロの使い魔 小悪魔と春風の協奏曲（コンチェルト） PS2 アドベンチャー
限定版 9,240円
通常版 7,140円

今冬

川のぬし釣り こもれびの谷せせらぎの詩 DS ロールプレイング 5,040円 今冬 対応

シムーン 異薔薇戦争 ～封印のリ・マージョン～ PS2 シミュレーション
限定版 9,240円
通常版 7,140円

2006年11月30日

ヴァルハラナイツ PSP ロールプレイング 5,040円 発売中
ルーンファクトリー -新牧場物語- DS シミュレーション 5,040円 発売中 対応
フィッシュアイズ ポータブル PSP スポーツ 5,040円 2006年9月28日

第１回ふりーむ！ゲームコンテストを受賞
した、フリーゲームを収録したCD-ROM
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パイロットになろう！フライングオールスターズ PSP シミュレーション 5,040円 発売中
まじめにふまじめ かいけつゾロリ きょうふのたからばこ DS アドベンチャー 5,040円 発売中

クラスターエッジ 君を待つ未来への証 PS2 アドベンチャー
限定版 8,190円
通常版 7,140円

2006年9月14日

びんちょうタン しあわせ暦 PS2 アドベンチャー
限定版 9,240円
通常版 7,140円

今冬

はぴねす！でらっくす PS2 アドベンチャー
限定版 9,429円
通常版 7,140円

今冬

ルミナスアーク DS シミュレーション 5,040円 今冬 対応
ちゃおドリームタッチ！ハッピーあにばーさりー DS アドベンチャー 5,040円 2006年12月7日
ああっ女神さまっ（仮） PS2 アドベンチャー 未定 今冬
牧場物語 キミと育つ島 DS シミュレーション 5,040円 2006年12月 対応
牧場物語 Wii （仮） Wii シミュレーション 未定 未定
くじびきアンバランス 会長お願いすま～っしゅファイト☆ PS2 アクション 未定 今冬

メディアワークス DS電撃文庫　アリソン DS その他 3,360円 2006年12月7日 対応
DS電撃文庫　いぬかみっ！ feat. Animation　初回限定版 DS その他 6,090円 2006年12月7日 対応
DS電撃文庫　いぬかみっ！ feat. Animation DS その他 4,725円 2006年12月7日 対応
DS電撃文庫　イリヤの空、UFOの夏　初回限定版 DS その他 4,725円 2007年1月11日 対応
DS電撃文庫　イリヤの空、UFOの夏 DS その他 3,360円 2007年1月11日 対応

モリガング ニンテンドーＤＳＬｉｔｅ専用　液晶保護フィルムＬｉｔｅ 630円 2006年3月2日

ニンテンドーＤＳシリーズ　ポケモンバッグＤＳ＆Ｌｉｔｅ 1,995円 2006年7月14日

ニンテンドーＤＳＬｉｔｅ専用　スマートポーチＬｉｔｅポケモン 1,050円 2006年7月28日

モバイルコンテンツコーナー
アンビション ネバーワールドオンライン 携帯電話 ロールプレイング 1キャラクター315円/月 配信中 対応

ネバーワールドカード 携帯電話 その他 315円/月 配信中 対応
ネバーワールドストラテジー BREWアプリ、JAVAアプリ シミュレーション 315円/月 2006年末 対応
ネバーワールドあみぱに W-ZERO3専用アプリ（JAVAアプリ） パズル 無料 配信中
ネバーワールドi 携帯電話 ロールプレイング 1キャラクター315円/月 2006年9月4日 対応
ワールドアイスランジスタ BREWアプリ、JAVAアプリ アドベンチャー 未定 来春 対応

インタラクティブブレインズ ディープラビリンス DS ロールプレイング 5,040円 2006年3月23日
フィスト　グルーヴ２ Javaアプリ アクション 525円/1ダウンロード 2006年8月1日
ワイルドスピード３D Javaアプリ、BREWアプリ レーシング 420円/1ダウンロード 2006年6月27日
ワイルドスピード３D BREWアプリ レーシング 525円/1ダウンロード 2006年8月3日
バグズレース Javaアプリ レーシング 525円/1ダウンロード 2006年4月3日

ワイルドスピードX3/TOKYO DRIFT Javaアプリ レーシング NTTドコモ 420円/1ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
Y！ケータイ 525円/1ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 2006年9月15日

ワイルドスピードX3/TOKYO DRIFT BREWアプリ レーシング 525円/1ダウンロード 未定
はじめの一歩 Javaアプリ スポーツ 315円/月 2006年4月27日
韓流どり～むプロ野球 Javaアプリ スポーツ 210円/1ダウンロード 2006年2月17日

コトブキソリューション アクロスエイジ(仮） Vアプリ ロールプレイング 420円（従量） 2006年9月27日
ドレスアップガール Vアプリ ロールプレイング 420円（従量） 発売中
ドラゴンタワーGemini BREWアプリ ロールプレイング 420円（従量） 2006年9月1日
サラマンディア（仮） BREWアプリ ロールプレイング 420円（従量） 2006年11月1日
封魔戦記エルドギア BREWアプリ ロールプレイング 420円（従量） 2006年10月1日

キズや汚れから画面を守るニンテン
ドーＤＳLite専用の液晶保護フィルム

ニンテンドーＤＳまたはニンテンドーＤＳLite本体と
ＡＣアダプター，ＤＳゲームカード等の周辺機器を

まとめて収納する収納バッグ

好評発売中のニンテンドーＤＳLite専用ポーチ「ス
マートポーチLite」のポケモンバージョン
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３℃ iアプリ パズル
210円（個別）

210円/月
発売中

コンフリクト　～グローバルストーム～ Vアプリ アクション 315円（従量） 発売中
シールズ なすブーの冒険2 Flash ロールプレイング 105円/月 2006年9月1日

謎のやみブー島 Flash アクション 105円/月 2006年9月1日
ターゲットシュート!! -黄金の右足- Flash その他 160円/月 配信中
ドリームダンジョン/氷のロザリオ編 Flash ロールプレイング 未定 2006年9月1日

電子書籍 『イル・ソーニョ　～夢の守人～』 210円/章（序章無料） 発売中

電子書籍 『にくきゅうプリンター』 未定 今秋

スパイシーソフト ケータイゲーム専門誌「アプリ★ゲット」 290円 2006年8月31日
セレンディピティ マージナルプリンス ～月桂樹の王子達～ iアプリ、BREWアプリ シミュレーション 315円/月 発売中 対応
大都技研 大都技研公式パチスロシミュレーター　吉宗　PORTABLE PSP シミュレーション 4,410円 2006年6月8日

大都技研プレミアムパチスロコレクション　吉宗 PS2 シミュレーション 4,410円 2006年7月6日
大都技研公式パチスロシミュレーター　秘宝伝 PS2 シミュレーション 4,410円 2006年8月17日
We Love Yoshimune 2,100円 2006年8月23日

「吉宗」アニメDVD 5,040円 2006年8月23日

ティーツーアイエンターテイメント 人生ゲームOnline BREWアプリ、JAVAアプリ その他 215円 対応
人生ゲーム平成版 BREWアプリ、JAVAアプリ その他 315円

ディーピー 吉宗DX iモード その他 今秋

秘宝伝 iモード、EZweb その他
iモード：配信中
Ezweb：今秋

吉宗 Ezweb、Vodafone その他 配信中
吉宗剣劇クイズ iモード その他 配信中
押忍！番長 EZweb その他 配信中
吉宗3Dゴルフ EZweb スポーツ 今秋
チムドンドン Vodafone その他 配信中
操ボクシング iモード スポーツ 配信中
吉宗大富豪 iモード その他 配信中
爺のサーフィン iモード スポーツ 配信中
大江戸四川省 iモード その他 配信中
恋こい花札 Vodafone その他 配信中
操絵合わせ Vodafone パズル 配信中

日本エンタープライズ らぶ★乙女ゲーＮｏ．1 携帯電話 シミュレーション 315円/月 配信中
最強!GAME王国 携帯電話 その他 315円/月 配信中
ウィザーズ・ファンタジー 携帯電話 ロールプレイング 315円/月 配信中 対応
最強！エアホッケー JAVAアプリ アクション 315円（従量） 配信中

BTD STUDIO/クワトロメディア オセロ★超ゲー90円 Javaアプリ その他 94円/月 配信中
超ゲー★88円 Javaアプリ その他 92円/1DL 配信中
超ゲー★Vアプリ Javaアプリ その他 94円/1DL 配信中
The☆TableGames BREWアプリ その他 315円/月 配信中 対応
人生ゲーム・Online BREWアプリ その他 315円/月、210円/1DL 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円/月 配信中
恋愛★タロット占い BREWアプリ その他 210円/1DL 配信中

フロム・ソフトウェア トレジャーアイランド DoCoMo ネットワークRPG 525円/１ダウンロード 2006年10月 対応
アーマード・コア モバイル3 au 3D戦闘メカアクション 525円/１ダウンロード 今冬

「吉宗」を愛する全てのファンに贈る集大成アルバム

スロット機「吉宗」ファンはもちろん、スロット機を
知らなくても楽しめる、壮大でハチャメチャなス

トーリーを収録したアニメDVDです

日本で唯一のケータイゲーム専門誌

携帯で見る小説！文庫感覚で楽しめる縦
書きの文章と、多彩なイラストを織り交ぜ

たイラストノベル。

大都吉宗CITY
月額利用料
（315円／月）

に含む
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出展社名 タイトル名 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ ジャンル 価格（予価/税込） 発売日(予定) オンライン

天誅 忍ノ兵法 au/DoCoMo/Vodafone 忍者シミュレーションRPG 525円/１ダウンロード
au：2006年8月

DoCoMo：2006年9月
Vodafone：2006年10月

アーマード・コア モバイルミッション Vodafone/au/DoCoMo 3D戦闘メカアクション 525円/１ダウンロード 配信中
アーマード・コア モバイル 2 au 3D戦闘メカアクション 525円/１ダウンロード 配信中
アーマード・コア：：モバイルオンライン DoCoMo 3D戦闘メカアクション 315円/月 配信中 対応
キングスフィールド au/Vodafone/Docomo アクションＲＰＧ 525円/１ダウンロード 配信中
キングスフィールド モバイルＩＩ au/Vodafone アクションＲＰＧ 525円/１ダウンロード 配信中
天誅 彩女ノ章 au/Vodafone/DoCoMo 本格忍者アクション 525円/１ダウンロード 配信中

天誅 忍術皆伝 au/DoCoMo/Vodafone 本格忍者アクション 525円/１ダウンロード
au：2005年8月

DoCoMo：2006年9月
Vodafone：配信中

天誅 戦国秘録 au 本格忍者アクション 525円/１ダウンロード 今秋
プットブロック au/Vodafone ワンボタンパズル 210円/１ダウンロード 配信中

キオクポリゴン DoCoMo/au/Vodafone 記憶型パズル 210円/１ダウンロード
DoCoMo：2006年9月
Vodafone：2006年9月 対応

NOM Vodafone/au/DoCoMo ワンボタンアクション 210円/１ダウンロード 配信中 対応
ふわふわ爆撃隊 Vodafone/au/DoCoMo ワンボタンアクション 210円/１ダウンロード 配信中 対応
ぽんぽんストーン！ Vodafone/au/DoCoMo ワンボタンアクション 210円/１ダウンロード 配信中 対応
チュウ禁！大作戦 Vodafone/DoCoMo/au パズル 210円/１ダウンロード 配信中
くりクリゴルフ in コロコロアイランド au/Vodafone/DoCoMo スポーツ 315円/１ダウンロード 配信中 対応

青春！ゴルフじいちゃん Vodafone/au/DoCoMo スポーツ 315円/１ダウンロード
Vodafone：配信中

au：配信中
DoCoMo：2006年9月

叢-MURAKUMO- Vodafone
ハイスピード 3D
メカアクション

525円/１ダウンロード 配信中

ナノデビル DoCoMo/Vodafone/au ファンタジーRPG 315円/１ダウンロード
DoCoMo：配信中

Vodafone：2006年9月
au：今秋

風ノ名前 DoCoMo/Vodafone/au アドベンチャー 315円/１ダウンロード
DoCoMo：2006年9月
Vodafone：2006年9月

au：今冬

メディア・マジック ケータイスタジオ

エヴァ&アニメiGAINAX(docomo) 210円/月

エヴァ&アニメ@GAINAX(au,vodafone) 315円/月

babydogs(docomo,au) 315円/月

ライドオンジャパン 神奇学園戦記 BREWアプリ ロールプレイング 315円 2006年2月2日
サッカー監督俺がやる BREWアプリ スポーツ 315円 2006年4月6日
特五捜査官　雨宮 BREWアプリ アドベンチャー 315円 2006年6月15日
不思議の国の冒険酒場 BREWアプリ シミュレーション 315円 2006年8月
不思議の国の鍛冶屋 BREWアプリ ロールプレイング 315円 2006年12月
マーセナリーズサーガ BREWアプリ ロールプレイング 315円 2007年1月
ミスティックゲート BREWアプリ シミュレーション 315円 2007年2月

キッズコーナー
NHN Japan ハンゲーム（カジュアルゲーム） PC その他 無料 サービス中 対応

プロ野球 ファミスタ オンライン PC スポーツ 無料 対応
バンダイナムコゲームス ドラゴンボールZ　Sparking! NEO PS2 3Dアクション 7,140円 2006年10月5日

コンテンツマネージメントシステム
ガイナックスの公式サイトだから情報をリアルタイ
ムにチェックできる！「新世紀エヴァンゲリオン」を
はじめ、ガイナックスの主要作品がずらっと15タイ

トル勢ぞろいの携帯電話専用サイト

イヌのなかでも赤ちゃんの時期を中心にした待ち
受け画像をはじめ、様々なコンテンツを配信するi

モード・Ezwebの公式サイト
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出展社名 タイトル名 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ ジャンル 価格（予価/税込） 発売日(予定) オンライン
NARUTO-ナルト-木ノ葉スピリッツ!! PS2 3D忍アクション 7,140円 今冬
デジモンセイバーズ　アナザーミッション PS2 ドラマチックRPG 7,140円 2006年11月
仮面ライダーカブト PS2 対戦格闘アクション 未定 今冬
バトルスタジアムD.O.N PS2 対戦アクション 7,140円 発売中
バトルスタジアムD.O.N GC 対戦アクション 7,140円 発売中
たまごっちのプチプチおみせっち　ごひーきに DS おみせやさんごっこ 5,040円 発売中

ゲームスクールコーナー
麻生情報ビジネス専門学校 ＮＡＮＯ PC アクション

Ｐｒｉきゅう PC アドベンチャー
３Ｄ　ＯＴＨＥＬＬＯ PC パズル

WiZ 国際情報工科専門学校 ＶＥＣＴＯＲ iアプリ パズル
ＤＯＮＡ＠ＤＯＮＡ PC アクション
マンホールストリート PC パズル

神奈川情報文化専門学校 D-SKY PC レーシング 対応
パンプキング PC パズル
萌えっ PC アクション
Key of the Card Combat PC その他

神戸電子専門学校 学生作品 PC
国際アート＆デザイン専門学校 華弾　-HANATAMA- ShockWaveFlash シューティング

微味 ShockWaveFlash パズル
A.C.E ShockWave3D その他
Hospital★！ ShockWave アドベンチャー
OL魂 ShockWave アドベンチャー
A1パネルイラスト
CG映像

専門学校 東京テクニカルカレッジ 走迷逃（学生ゲーム作品） PC パズル
Parallel I Link ～IEEEE1394/愛（学生ゲーム作品） PC アクション
Metal Gunner（学生ゲーム作品） PC アクション
上海（学生ゲーム作品） PC パズル
クイックス（学生ゲーム作品） PC パズル
モンスターナンバーバトル（学生ゲーム作品） PC その他
ジャンキング（学生ゲーム作品） PC
学生2D・3D・ムービー作品
学生イラスト作品（ポストカード）

専門学校 東京ネットウエイブ メロディドロップス PC アクション 販売なし・学生作品

双刃伝 PC アクション 販売なし・学生作品

ライオンハート PC アクション 販売なし・学生作品

Ｈｉｇｈ　Ｆｌａｇ PC その他 販売なし・学生作品

マジカルストーン PC パズル 販売なし・学生作品

てんきぃ PC アクション 販売なし・学生作品

総合学園テクノスカレッジ 東京工学院専門学校 熱血激闘オリンピック iアプリ アクション
お前に俺が倒せるか！？ PC パズル
αPA（あるぱ） iアプリ シューティング
誰が駒鳥殺したの？ PC アドベンチャー
勝利の方程式 PC アクション
プラネ　プラネット PC パズル
あーてぃふぁくとぅ PC シューティング

総合学園 ヒューマンアカデミー 学生作品 PC

学生作品のCG映像数本を予定

ゲームＣＧ科学生が作った2D・3DCG作品を上映します。
学生が作ったイラストをポストカードにしてパネル展示します。ポストカードは、来ていただいた方には、ポストカードをプレゼント。

学生作品のイラストレーション8枚程度を予定
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出展社名 タイトル名 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ ジャンル 価格（予価/税込） 発売日(予定) オンライン
東京コミュニケーションアート専門学校 プロミスドランド（デクスター） iアプリ ロールプレイング 無料 2006年9月 対応
東北電子専門学校 しとらす　　～Ｓｈｉｒｉ　Ｔｐｒｉ　Ｒｕｎ　Ｓｐｏｒｔｓ～ PC アクション

パニくる　パネくる PC パズル
転落人生 PC アクション
一狐当千　～風祭～ PC アクション
オシナガシ PC アクション
はこっぽい PC アクション

名古屋工学院専門学校 o-sero PC パズル
プラネットインパクト PC パズル
くしぃ iアプリ パズル
空に翔ける虹 PC アクション
パンツァー PC アクション
PIPE iアプリ パズル
数解 iアプリ パズル
コノリ コノル PC アクション
カスタム海人 PC アクション
スターダストバインド PC アクション
コミモン
Chase
HurryupBunnyup
Dinner
一花の贈り物

新潟高度情報処理技術学院 サクラサクラ PC アクション
いだてん！ PC アクション
Shadow Killer PC アクション
Ghost'sFeast PC アクション 対応
WhoseShadow PC アクション
DELTA PC シューティング
ねこさん☆しゅーてぃん PC シューティング

日本電子専門学校 ウィザード　オブ　キャット PC アクション
ミスティック　ファタリティー PC アクション
ブロック　パニック PC パズル
百万石 PC パズル
ミツバチの抵抗 PC シューティング
東京迎夢抄 PC シューティング
クール バイザー PC アクション
フィデース PC シミュレーション

負けるな！骨っさん PC アクション
モンスター オン ボード PC ボードゲーム
パーソンズ リミット PC レーシング
ハルヒナ PC アクション
四神物語 PC アクション 対応
スマッシュボール PC スポーツ
ザ ファースト プラネット PC シューティング
ウィングリン♪ PC アクション

ＣＧアニメーション・学生作品
ＣＧアニメーション・学生作品
ＣＧアニメーション・学生作品

ＣＧアニメーション・学生作品
ＣＧアニメーション・学生作品
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横浜デジタルアーツ専門学校 クレイドル　クロス PC ロールプレイング

ポックのともだち PC アドベンチャー
横浜山手洋館復元CG
横浜関内日本大通り再現CG

代々木アニメーション学院
開発ツール＆ミドルウェアコーナー
ISAO コールトラッキングシステム ＡＳＰサービス その他 発売中 対応
三徳商事 Virtools Developer4.0 PC/PSP/XB 2006年8月1日

ボーンデジタル Autodesk Maya8 279,300円～

FaceGen Modeller 3.1

darwindimensions evolver

※５０音順／株式会社などの表記は省略　

64 ビットとマルチコア テクノロジーをフル活用し、
これまで要望が多かった大規模データ セットや次
世代制作現場に伴うメモリやパフォーマンスのボ

トルネックに対応

様々なシェイプターゲットをブレンドし多種多様なフェイスモデルを
簡単に効率よく作成できる画期的なソフトウェア

様々な人体モデルのライブラリを掛け合わせ、
多彩な人体モデルを効率良く作成できるソフトウェア

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、Wii：Wii、XB：Xbox、XB360：Xbox360

横浜関内、港の開港期の様子をＣＧで再現
横浜山手の明治、大正、昭和と建物の移り変わりをCGで復元
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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。
【実施イベント】
イベント名：動体視力ゲーム大会
開催日時：9月23日(土)・24日（日） 10:30～、11:30～、12:30～、13:30～、14:30～、15:30～、16:30～  1日7回ステージ
出演者：一般来場者（対戦方式）

野球・サッカー・カーレースなどのプロスポーツ選手が実際に使った「動体視力トレーニングソフト」を体験できるゲーム大
会です。一般来場者対戦方式で行い、参加者には全員ノベルティプレゼント。

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「ポンコツ浪漫大活劇バンピートロット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乗って記念写真を撮る事もできる。
「バンピートロット２」の試遊コーナーの他、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：バンピートロット路上ライブ
開催日時：9月23日（土）・24日（日） 第1回 12:00～、第2回 14:00～、第3回 16:00～
「バンピートロット」「バンピートロット２」のテーマ曲を歌うナディア・ギフォードによるミニコンサート。
Immersion Corporation

イマージョンは、ビデオ・コンソール・システム向け次世代フォース・フィードバック技術、TouchSense®をご紹介します。こ
の技術は、次世代高品位グラフィックとハイファイサウンドを実現する技術と期待されています。そしてこの技術は、新し
いアクチュエータ・デザイン、ソフトウェア、そして開発者のために使いやすいツールをはじめ、より魅力的でリアルなゲー

ム体感を提供します。また、イマージョンのVibeTonz®システムは、タッチパネル式携帯電話・ポータブルゲーム機にゲー
ム・コンソールのような実体感を与えています。
ELEVEN-UP

ゲームショウ初出展となるELEVEN-UP（イレブンアップ）は、「ユーザー第一主義」をコンセプトに、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の大人気の『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』は、オンラインゲームでは前人未到の爽快
アクションを実現しました。また神々が庇護する巨大な木の上の世界を舞台にした、正統派ファンタジーオンラインRPG
『ベルアイル』。
ゲームファンならずとも楽しめるステージイベントなど、お楽しみ 要素満載のELEVEN-UPブース。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：影山ヒロノブSpecial LIVE！
開催日時：9月23日(土) 13:30～14:00
出演者：影山ヒロノブ

世界初の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』の主題歌を歌う「アニソンの雄」影
山ヒロノブさんのスペシャルライブが決定！
“ナマ”影山を見逃すな！

イベント名：「真・三國無双BB」コーエーvs11UP決戦！
開催日時：9月22日(金)～24日(日) 14:30～15:00、（24日のみ）11:00～11:30
出演者：一般参加者

『真・三國無双BB』をコーエーブースとオンラインで繋ぎ、ブース間対抗の対戦ゲーム大会を実施します。優勝チームに
は豪華賞品をプレゼント。参加希望の方はイレブンアップブースインフォメーションまで。
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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リアルで体験！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！当日は特別番組の収録イベントも
開催！！
【実施イベント】
イベント名：インターネットラジオステーション＜音泉＞　サテライトスタジオ　特別番組『ラジオは一回一時間！』
各日4回開催　・第1回　11：00～　・第2回12：30～　・第3回14：00～　・第4回16：00～

東京ゲームショウでラジオ収録？！インターネットラジオステーション＜音泉＞がゲームショウにやってきた！各回替わ
るがわるパーソナリティが登場し、会場に来場されたお客様をゲストにラジオ収録。(一般参加の方には事前アンケートに
ご回答頂きます。)パーソナリティは各回2名、収録時間は各回1時間程度。当日会場にて収録された番組は、後日イン
ターネットラジオステーション＜音泉＞にて配信！(収録後2週間程度)ラジオの現場を見るも参加するもアナタ次第。スペ
シャルな体験は＜音泉＞ブースで！

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！
【実施イベント】
イベント名：FIGHTERS 2006 関東予選/決勝大会 《ザ・キング・オブ・ファイターズ イレブン》
開催日時：9月23日(土)  関東予選 10：30～12：30、決勝大会 15：30～17：00
出演者：草薙京役：野中政宏さん
KOF XIによる本格対戦格闘ゲーム大会を開催。関西予選と関東予選を勝ち抜いた計12名による決勝大会を実施。真の
「ファイター」がここに決定！
イベント名：SNK VS. CAPCOM カードファイターズDS　開発者トークショウ
開催日時：9月23日(土) ・24日（日） 12:30～13:00
出演者：FALCOON
新作タイトル「SNK VS. CAPCOMカードファイターズDS」を初披露！開発プロデューサーがゲーム概要から遊び方、制作
秘話まで、その魅力を紹介する。
イベント名：ザ・キング・オブ・ファイターズ イレブン　開発者トークショウ
開催日時：9月23日(土) 13:00～14:00
出演者：ネオジオ博士、ノナ
KOF XIの開発スタッフが、ゲームの攻略テクニックを伝授。もっと強くなりたい人には必見のステージ！質問やリクエスト
にもズバリ回答！
イベント名：SNK VS. KDDI オンラインゲーム大会
開催日時：9月23日(土) ・24日（日） 14:30～15:30
出演者：9/23：草薙京役：野中政宏さん、9/24：アルバメイラ役：佐藤佑暉さん
SNKプレイモアブースとKDDIブースをマルチマッチングBBでネットワーク接続。チームに分かれてオンラインで対戦。豪
華声優陣も参加！
イベント名：KOFマキシマムインパクト2　声優トークショウ
開催日時：9月23日(土)  11:00～12:00
出演者：アルバ・メイラ役：佐藤佑暉さん、ソワレ・メイラ役：服巻浩二さん
KOF MI2の人気キャラ、アルバとソワレがSNKプレイモアブースにやってくる！トークショウや生アフレコなど、ファンには
嬉しい企画が満載！
イベント名：NEOGEOオールスター　声優トークショウ
開催日時：9月23日(土) 13:30～14:30
出演者：草薙京役：野中政宏さん、ラルフ役：モンスター前塚さん、キング役：生駒治美さん
あのNEOGEO黄金時代を築いた人気キャラクターの声優陣によるトークショー。懐かしい話や今だから語れる裏話など、
ファン必見のステージ。
イベント名：コスプレコンテスト「COS-PATIO meets ネオジオフリーク！」
開催日時：9月23日(土)  15:30～16:30
コスプレコンテストを今年も開催！SNK関連キャラクターのコスプレなら誰でも参加OK。人気キャラになりきって豪華賞品
をゲットしよう！
イベント名：FIGHTERS 2006 関東予選/決勝大会《KOFマキシマムインパクト2》
開催日時：9月24日(日)  関東予選　10：30～12：30、決勝大会　15：30～17：00
出演者：草薙京役：野中政宏さん
KOF MI2による本格対戦格闘ゲーム大会を開催。最強の「ファイター」の称号を賭け、予選を勝ち抜いた12名による白熱
のバトルが繰り広げられる！
イベント名：KOFマキシマムインパクト2　開発者トークショウ
開催日時：9月24日(日) 13:00～14:00
出演者：FALCOON、嬉野秋彦氏
KOF MI2の開発スタッフが、ゲームの攻略テクニックを伝授。さらに気になるキャラクターやストーリーに関する質問やリ
クエストにもお答え！
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イベント名：アテナ生誕20周年記念イベント   Athena On Stage
開催日時：9月24日(日) 11:00～12:00
出演者：アテナ役：池澤春菜さん
生誕20周年を迎える永遠のアイドル「アテナ」のスペシャルステージ。声優の池澤春菜さんをゲストに、トークショウやミニ
ライブなど企画満載。
イベント名：Days of Memories 声優トークショウ
開催日時：9月24日(日) 13:30～14:30
出演者：アテナ役：池澤春菜さん、草薙京役：野中政宏さん、レオナ役：弓雅枝さん、ラルフ役：モンスター前塚さん
恋愛シミュレーションゲーム「Days of Memories 」を題材に、豪華声優陣がさざまざな企画で盛り上げる60分。
イベント名：KOFカルトクイズ大会 in TGS
開催日時：9月24日(日)  15:30～16:30
おなじみのKOFカルトクイズが今年もTGSにやってくる！KOFカルトキングを目指して熱い戦いが繰り広げられる！さらに
あの人たちも参加予定？！
イベント名：ＳＮＫプレイモアブース情報コーナー　ネオジオステーション
開催日時：9月23日(土)・24日（日）  10:00～17:00随時
出演者：23日ラルフ役：モンスター前塚、キング役：生駒治美さん  24日ラルフ役：モンスター前塚、レオナ役：弓雅枝さん
人気声優がパーソナリティーとなり、サテライトスタジオにてSNKプレイモアブースの情報を随時紹介。突撃取材やステー
ジ訪問など、何が起こるかわからない新コーナー。

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！ 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）”“プロ野球 ファミスタ オンライン”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に、様々なプレゼントをご用意して皆様をお待ちしております。
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
「ケータイにできる最高のエンタテインメントへ」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。ブースでは多数の試遊スペースとサプライズステージを用
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。

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』
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イ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♪
（超有名クリエイターも登場予定です）
東京ゲームショウに来たら、必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。
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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。
今年はプレイヤブル出展として
---
●PS3『デビルメイクライ4』
●Xbox360『ロストプラネット』
●NDS『逆転裁判4』
●PSP『モンスターハンターポータブル2nd』
●NDS『流星のロックマン』※3バ-ジョン（キッズコーナーのみでの出展）
---
を予定しております。
また、上記タイトルのステージイベントの他、上記タイトル以外にも映像出展タイトル、新作タイトルの発表の予定もござ
います。
また、既にカプコン東京ゲームショウ特設サイトがオープン中。随時情報更新してまいります。
合わせて御社サイトにてご紹介いただければと思います。
【カプコン東京ゲームショウ特設サイト】
http://www.capcom.co.jp/game/event/tgs_2006/

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。
「マルチマッチングBB」対応のオンラインゲームの展示もあります。
下記のイベントの他、豪華賞品を用意したケータイゲーム大会も開催します！

【実施イベント】
イベント名：モンスターハンター2（ドス）最速パーティー決定戦！
開催日時：9月23日(土)・24日（日） 13:00～14:00 一般入場者対象/当日10：00より会場にて予選会をおこないます。
4人1組のパーティーで、オンラインクエストに挑戦！最速パーティーには豪華賞品をプレゼント。強敵モンスターも登場！？
イベント名：SNK vs. KDDI オンラインゲーム大会
開催日時：9月23日(土)・24日（日） 14:30～15:30
KDDIブースとSNKプレイモアブースをマルチマッチングBBでネットワーク接続。チームに分かれてオンラインで対戦。豪
華声優陣も参加！
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。
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コーエー
アクションやシミュレーション、オンラインゲームや女性向けゲームなど、さまざまなジャンルのゲームが体験できる今年
のコーエーブース。
注目の次世代機の最新映像やステージイベントも充実しているので、ぜひお越しください。
【実施イベント】
イベント名：｢真･三國無双BB｣コーエー vs 11UP決戦
開催日時：9月22日（金）～24日（日）
来場者参加型の対戦イベント。勝利者には豪華プレゼントを進呈。
イベント名：｢ジーワン ジョッキー ４ 2006｣トップジョッキー杯
開催日時：9月22日（金）～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：影山ヒロノブ・スペシャルライブ
開催日時：9月23日（土） 15:30～
アニソン界の帝王・影山ヒロノブによるスペシャルライブイベント
イベント名：｢遙かなる時空の中で 舞一夜｣発売記念トークスペシャル
開催日時：9月24日（日） 15：30～
人気声優・関智一、三木眞一郎によるトークイベント
KONAMI
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試遊できるほか、『METAL GEAR SOLID』『BEMANI』シリーズの新作お披露目、『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。

【実施イベント】

『Elebits』や『CODED ARMS ASSAULT』のゲーム紹介ステージを始め、声優を招いての『武装紙姫』『ときめきＯＮＬＩＮＥ』
スペシャルトークショー、『ＢＥＭＡＮＩアーティストライブ』、『第2回実況パワフルプロ野球日本一決定戦～全国決勝大会
～』、その他『METAL GEAR SOLIDシリーズ』の各種ステージや、『ＨＩＤＥＣＨＡＮ! RADIO』の公開録音など、多彩なイベン
トを実施いたします。

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RFC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
一緒にゲームの進行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）10：00～10：20、12：00～12：20、14：00～14：30　23日（土）・24日（日）10：00～10：20　12:30-12:50
出演者：1) ゲーム・キャラクター・パフォーマンス・コンパニオン  2) 会社役員
1)TGSで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）10：20～10：30、12：20～12:30、14:20～14:30　23日（土）・24日（日）10：20～10：30、12：50～13：00
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 Show &amp; Cykan Quiz Time
開催日時：9月22日（金） 10:30～10:50, 12:30～12:50, 14:30～14:50  23日（土）・24日（日） 10:30～11:00, 13:00～13:30
出演者：1)専門MC  2)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ーション
2)プレゼンテー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：Crossover Performance
開催日時：9月22日（金） 15:20～15:40  23日（土） 16:00～16:20  24日（日） 15:00～15:20
出演者：B-Boy Dancer
B-Boy Dance Performance
イベント名：Cykan with Fedor
開催日時：9月24日(日) 14:00～14:30
出演者：1)専門MC及びパフォーマンス・コンパニオン  2)一般観覧客
1)RFCのモデルであるヒョードルさんの映像パフォーマンス演出及びヒョードルさんの挨拶
2)ヒョードルさんとRFC対決及びサイン会、記念写真撮影
3)ただし、ヒョードルさん参加の可否は後日確定
イベント名：PaperMan Alive
開催日時：9月23日（土） 11:30～12:00、15:00～15:30  24日（金） 15:20～15:50
出演者：1)イベント・コンパニオン及びBooth Girl  2)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
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イベント名：Cykan Lucky Chance
開催日時：9月23日（土） 14:00～14:30, 16:20～16:50  24日（日） 11:30～12:00
出演者：司会者、コンパニオン、モデル
観覧客が参加し、大型スクリーンを通じてキャラクター及び、ロボを使用した参加型イベント
イベント名：CYKAN sticker
開催日時：9月22日（金）～24日（日） 終日
出演者：イベントコンパニオン、モデル
訪問客の服やカバンなどに蛍光ステッカー付着
イベント名：CYKAN アンケート
開催日時：9月22日（金）～24日（日） 終日
出演者：イベントコンパニオン、モデル
イベントコンパニオン、モデルCykanに対する質問や、ゲームの感想、その他などのアンケート調査
イベント名：RFC Training Center
開催日時：9月22日（金）～24日（日） 終日
出演者：イベントコンパニオン、モデル
RFCキャラクターが映っている画面に、ボタンを使用して打撃を与え、部位別に打撃効果を与え打撃感を感じさせるゲーム。
イベント名：Fishing On & Catching
開催日時：9月22日（金）～24日（日） 終日
出演者：イベントコンパニオン、モデル
フィッシングオンゲーム参加後、1分以内に 5匹以上の魚をつるミッションをクリアーするとプレゼント贈呈(条件変動可能)
イベント名：Battle Boom Event
開催日時：9月22日（金）～24日（日） 終日
出演者：イベントコンパニオン、モデル
バトルブームの訪問客に記念撮影後写真を贈呈
イベント名：R-MAN Event
開催日時：9月22日（金）～24日（日） 終日
出演者：イベントコンパニオン、モデル
ゲーム参加後、特定のミッションを完成させた場合、商品を贈呈
イベント名：愛犬王 Event
開催日時：9月22日（金）～24日（日） 終日
出演者：イベントコンパニオン、モデル
愛犬王訪問客に記念撮影後、写真を贈呈
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。会場で
は実際にプレイできる試遊台をはじめとして、新作タイトルの映像など、様々な展示を行う予定となっております。また
ゲーム初心者の方も上級者の方も楽しめる、個性豊かなイベントをご用意いたしました。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（土） 12:00～13:00
出演者：さくらインターネット株式会社代表取締役社長兼CEO笹田亮、Turbine社CEO/President ジェフ・アンダーソン
新作タイトルのプレス発表及び「ダンジョンズ＆ドラゴンズ・オンライン：ストームリーチ」に関するプレゼンテーション
イベント名：水谷さくらと始める「ＤＤＯ」＆コスプレ撮影会
開催日時：9月22日（金） 14：00～15：00、9月23日（土） 12：00～13：00、14：30～15：30
                 9月24日（日） 12：00～13：00、16：00～17：00
出演者：水谷さくらさん他
水谷さくらさんが「DDO」プレイに挑戦する。ゲーム初心者の彼女がどこまで成長するか？みんなで見守ろう。後半は、コ
スプレ撮影会を行います。
イベント名：TGSプレミアムグッツ抽選会
開催日時：9月23日（土）・24日（日） 11：00～11：30、13：30～14：00
TGSでしか手に入らない、スペシャルな賞品が当たります。
イベント名：4Gamerスペシャルイベント
開催日時：9月23日（土） 16:00～17:00
出演者：弊社代表 笹田亮、Turbine社CEO/President ジェフ・アンダーソン
4Gamerプレゼンツ オンライン参加型イベント
イベント名：LOGINトークショウ＆クイズ大会（仮称）
開催日時：9月24日(日)  14:30～15:30
出演者：ログイン編集部 副編集長 吉田さん他
ログイン編集部とDDOのコラボレーションイベント。DDOについての熱いトークが繰り広げられます。そしてクイズ大会で
は豪華な賞品が当たります。
イベント名：AMDプレゼンテーション（仮称）
開催日時：9月22日(金) 16:00～17:00
プレゼンテーション
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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。

SANDIO TECHNOLOGY CORPORATION

サンディオ・テクノロジーは、世界で初めての３Ｄゲームとアプリケーション向け３Ｄ６ＤＯＦレーザゲームマウス、ゲーム
Ｏ’のデモを行います。このゲームＯ’を使えば、ＰＣユーザはグーグル・アースのような３Ｄアプリケーションのナビゲー
ションバーをビジュアル帯域幅で素早くスタートすることができます。また、ゲームＯ’は、相容れなかったＷＡＳＤとカーソ
ルキーというほかのコマンドのために左手を自由にするという強みを、ＰＣゲーマーにもたらします。

G★組織委員会　[韓国]
「G★2006」は、今年の11月に韓国で行われる、アーケードやコンソール・ゲームからPCゲームに至るまで、ゲーム産業
の全分野を網羅する大規模の国際ゲーム展示会です。特に、次世代ゲーム市場の核心分野として期待されているオン
ライン及びモバイルゲームの最新課題や今後のトレンドを一目で見ることができますので、是非「G★2006」へご参加を
お待ちしています。
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。
スクウェア・エニックス
当社は各種新作ゲームの体験や映像を上映いたします。
詳しくは当社ホームページをご覧下さい。
セガ
セガは、全てのプラットフォームに上質なソフトを提供し、業界No.1の総合エンターテインメント企業を目指します。15周年
を迎えるソニックの記念作でもあり原点でもある『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』をはじめ、次世代機のスペックをフルに活用
した『バーチャファイター５』、昨年末に発売され大ヒットした『龍が如く』の続編『龍が如く２』、などなど、強力なラインナッ
プを用意しています。
個性豊かで、あらゆるジャンルのタイトルを揃えているセガブースでは、プレイしたいタイトルが必ずあるはずです。皆様
をセガブースにてお待ちしております。
ソウル市パビリオン　[韓国]
　Total A Plus Co., Ltd.
アーケード・ゲーム機用のケース製作及びゲーム機の部品を供給する当社は今回、TFT-LCDを活用した広告用製品や
ゲーム機用Tower Light,LEDを活用した広告Signなどを展示します。
台湾ゲーム館（TAITRA）　[台湾]

2006年東京ゲームショウは、IGS、GAMANIA、EASY FUN、LAGER、WAYI、USERJOY、UNALIS、WINKING、XPEC、
ROAD AHEADといった台湾の一流ゲーム会社11社が34小間の規模で出展。オンラインゲーム12タイトル、Xbox用ソフト
2タイトル、ゲーム専用3Dモニター等の新商品を展示します。今回の展示では各台湾ゲーム会社が持つゲーム開発力を
十分に発揮し、このゲームショウをきっかけに日本と台湾との間のゲーム文化交流が活発になることを期待します。

GAMANIA  DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD.

ガマニアは“love to play”という精神理念で、いくつかの自社開発のタイトルを皆様の前に提示します。
『Bright Shadow』全編3Dゲームによるキュートかつ幻想的なMMORPGです。人間対モンスターのイメージに挑戦します。
『仙魔道』 仙族になるか、魔族になるか、全て一念の中です。中国武術風の仙魔物語が貴方を待っております。
『ネットdeすごろく す～ぱぁ★リッチ』一晩でお金持ちになりたいですか!?巨万の富を手に入れるため、バトルするオンライ
ンボードゲームです。
サイドビューの2D シューティングゲーム『AOW』；星座をテーマにした『星辰』
豊富多変化の『飛天online』と『ホーリービースト』
Tokyo Game Show 2006にて一緒にガマニアを発見しましょう。

【実施イベント】
イベント名：飛天online ルービックキューブ大会
開催日時：9月23日(土)・24日（日） 両日とも午後の開催   タイムスケジュールは当日発表！
ルービックキューブ大会を開催。
飛天onlineディレクターに挑戦しよう！
イベント名：ホーリービースト じゃんけん大会
開催日時：9月23日(土)・24日（日） 両日とも午後の開催   タイムスケジュールは当日発表！
ホーリービースト関係者とのじゃんけん大会！
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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でこの冬登場する「地球防衛軍Ｘ（仮）」「お姉チャンバラ
vorteX」など、注目のソフトが発売に先駆けて体験することができます。また、ステージでは毎年恒例の「ラブ★ライブ
2006」や「胸キュン乙女」スペシャルステージ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】時間・内容は変更になる可能性がございます。詳細は弊社ホームページでご確認ください
イベント名：ラブ★ライブ2006
開催日時：9月23日(土) 15:30～16:30
出演者：声優 後藤邑子
毎年恒例の「ラブ★ライブ」が今年も開催致します。双葉理保でおなじみの声優後藤邑子さんをお迎えし、新作トークと新
曲をお披露目します。ラブ★ライブ特有の熱気を是非お楽しみください。
イベント名：胸キュン乙女 Vol.1 令嬢探偵～オフィスラブ事件慕～
開催日時：9月23日(土)  時間：未定
出演者：声優 岡本寛志、他ゲスト予定
年末発売の胸キュン乙女シリーズ「令嬢探偵～オフィスラブ事件慕～」に出演の岡本寛志さんをお迎えし、楽しいトーク
とミニライブをお送りします。またスペシャルゲストも予定しております。
イベント名：胸キュン乙女 Vol.2 マーメイド プリズム
開催日時：9月24日(日)  12:00～13:00
出演者：声優 森久保祥太郎、声優 遊佐浩二、 Ｗｉｚａｒｄ
「マーメイド プリズム」の出演声優・森久保祥太郎さんと遊佐浩二さんをゲストに本作の魅力と楽しいトークをお伝えしま
す。また本作へ楽曲提供した注目のバンド「Ｗｉｚａｒｄ」によるライブも要注目です。

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：インターネットラジオ公開録音
開催日時：9月22日（金）～24日（土） 12:00～13:00
出演者：MC：葉山宏治氏、田中治久氏  ゲスト：岩垂徳行氏、山根清彦氏（予定）、ライブ：YMCK、DRM、BEEP BOY
ゲーム音楽についてのトークショーやゲーム音楽に纏わるライブを予定。
イベント名：ゲーム大会
開催日時：9月22日（金）～24日（土） 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
DEAD OR ALIVE Xtreme2が、な、な、なんと驚愕のプレイヤブル出展。スイングゴルフパンヤ（W i  i ）もステージにてデ
モンストレーションパフォーマンス。超期待のバスターﾄﾞオンラインも垂涎映像放映＆ポスター配布、更には当日までわ
からない魅惑の発表などなど、充実のラインナップで皆様をお出迎え。まさに、千葉県の幕張に突如南国の楽園が誕生
します(限定3日間)！
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。

20世紀フォックス映画
全世界待望！12月16日（土）公開の史上最大のファンタジー・アドベンチャー映画「エラゴン 遺志を継ぐ者」のプロモー
ションとして、最新映像の放映や原作本の展示、12月配信予定の携帯版ゲームの参考出品を行ないます。
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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。
【実施イベント】
イベント名：【モナトエスプリ/プレスカンファレンス】
開催日時：9月22日（金） 13：00～
出演者：NeoWiz Japan　COO、NeoWiz Japan事業チーム、タレント石坂ちなみ
イベント名：石坂ちなみちゃんのコスプレ大撮影会！
開催日時：9月22日（金） 16:30～、23日（土）・24日（日）  13：00～、16：30～
イベント名：石坂ちなみちゃんとクエストしよう！
開催日時：9月22日（金） 14:30～、23日（土） 12：00～、15：30～、24日（日） 11:00～、15：30～
出演者：タレント「石坂ちなみ」
イベント名：探検、モナトワールド！（with 小林ユリちゃん）
開催日時：9月22日（金） 15:30～、23日 11：00～、15：30～、24日（日） 12：00～、15：00～
出演者：タレント「小林ユリ」
イベント名：R2BEAT「声優/清水香里さん」とノリノリ対決！
開催日時：9月23日（土） 14：00～
出演者：声優「清水香里」
イベント名：DEKARON　巨大BOSSモンスターを倒せ！
開催日時：9月24日（日） 14:00～
出演者：GMさん、来場者
NETTS
NETTSでは、艦船を駆って新大陸を発見し、陸上でも海でも戦う。
あざやかな3Dグラフィックの大冒険MMORPG 「Florensla」、リアルな攻防戦が特徴のMMORPG「DNR」、フットサルゲーム
「Full Time」、ボーリングゲーム「16Pounds」、ゲームポータルの「Jgames」を発表する予定です。そしてMMORPG「コルム
オンライン２（仮称）」も開発中！現在配信中の「テイルズランナー」や「墨香オンライン」もお楽しみ頂けます！
ぜひ、NETTSのブースにお立ち寄り下さい。
【実施イベント】
イベント名：フットサルで盛り上がれ！　チーム対抗戦！
開催日時：9月23日(土)・24日（日） 開始時間は未定ですが、1日3回実施予定です。
出演者：カオポイント（お笑いタレント）
4人対4人でゲーム対戦して頂きます。その場で決まったチームの方と協力しながら試合を優位に進めましょう。
イベント名：プロゲーマーに挑戦！！　テイルズランナー大競争！
開催日時：9月23日(土)・24日（日）  時間は午後を予定しています。1日1回実施予定です。
出演者：カオポイント（お笑いタレント）、プロゲーマー※スタークラフトのプロゲーマー
ネットタイムソフト所属のプロゲーマーとテイルズランナーで対戦しましょう。専門はスタークラフトですが、テイルズラン
ナーもかなり速い！？
イベント名：テイルズランナー8人競争で勝つのは誰だ！
開催日時：9月23日(土)・24日（日） 開始時間は未定ですが、1日3回実施予定です。
出演者：カオポイント（お笑いタレント）
テイルズランナーで8人競争を行います。楽しく走って遊んでみましょう。
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　Ｔａｒｇｅｔ　ｉｎ　Ｓｉｇｈｔ」・「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「．ｈａｃ
ｋ」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、バンダイナムコブー
スに是非お越しください！
イベント名：『リッジレーサー７』プレゼンテーション　ステージ（仮称）
開催日時：9月23日（土）・24日（日）
出演者：開発スタッフ
ご来場のお客様にゲームをプレイしてもらいつつ、PS3「リッジレーサー７」の魅力をご紹介。
イベント名：『アイドルマスター』on ステージ（仮称）
開催日時：9月23日（土）・24日（日）
出演者：ゲスト未定
Xbox360「アイドルマスター」の魅力を大紹介！声優の生ライブも実施予定。
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イベント名：『.hack//G.U.　シリーズ』ラジオ公開録音ステージ（仮称）
開催日時：9月23日（土）
出演者：パーソナリティ 櫻井孝宏（ハセヲ役）、榎本温子（Bセット役）   ゲスト：未定
「.hack//G.U.RADIO ハセヲセット」がスタジオを飛び出して東京ゲームショウ会場に登場！声優でもあるDJとリスナーと
の生の触れ合いを録音。後日、その模様を通常番組内で放送予定。
イベント名：『テイルズ　オブ　シリーズ』スペシャルステージ（仮称）
開催日時：9/23（土）・ 9/24（日）
出演者：ゲスト未定
「テイルズ　オブ」シリーズ　スペシャルステージ。声優トーク、生チャットの実演など盛りだくさんの内容。
イベント名：『ガンダム　シリーズ』スペシャルステージ（仮称）
開催日時：9月23日（土）・24日（日）
出演者：出演者：古谷徹　担当プロデューサー　他
声優の古谷徹氏と担当プロデューサーによるトークショー。
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。ガラガラ抽選会でゲームが無料でもらえるよ！
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」の試遊台で新作2タイトルをお楽しみいただ
けます。

ボーダフォン
ソフトバンクブースでは、迫力ある横型ワイド画面を楽しめるAQUOSケータイコーナーや、コンパニオンと、1対1の対戦
ゲームが体験できるBluetooth®ゲームコーナー、あのスクエア・エニックスの大作ゲームの移植発表もあるかも？など、
楽しく遊べて見所満載！ゲームコンテンツの豊富なソフトバンクの魅力を十分にお楽しみ戴けます。
またステージでは対戦ゲーム大会やトークショーなど、参加も出来て楽しめる、様々なプログラムを準備し、皆様のご来
場をお待ちしております。
※ボーダフォン株式会社は2006年10月1日よりソフトバンクモバイル株式会社に社名を変更し、ソフトバンクグループの
一員として、シナジー効果を発揮しながら「デジタル情報革命」の実現に取り組んでいきます。
※ 「AQUOSケータイ」はシャープ株式会社の登録商標です。
※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.が所有している商標であり、ボーダフォン株式会社はそのライセンスに基づいて
使用しています。
【実施イベント】
開催日時：ソフトバンクブースにてご確認ください。
マーベラスインタラクティブ

誕生10周年を迎えた『牧場物語』最新作はもちろん、多種多様なアニメ版権タイトル、オリジナル完全新作も満を持して
大公開。ブース内の特設ステージでは、新作タイトルに出演予定の声優陣によるステージイベントを連日開催、総勢30
人以上の豪華ゲストが登場します！　内容もスペシャルトークに加えて、テーマソングのミニライブ、マル秘映像先行公
開、ゲーム大会など、各ステージ見どころが目白押し。マーベラスだから実現できた、夢のラインナップ＆ステージにご期
待ください!!

【実施イベント】
イベント名：『牧場物語』イメージガール発表会
開催日時：9月22日(金)  13:00～14:00
年末発売予定の『牧場物語　キミと育つ島』（DS）、『牧場物語Wii』（仮）のお披露目に加え、話題のイメージガールも発

 表！
イベント名：『はぴねす！でらっくす』トーク＆ライブ
開催日時：9月23日(土)・24日（日）
メインキャストを務める豪華声優陣が大集合。発売決定おめでとうトークに加え、ゲームオリジナルソングで綴るミニライ

 ブも開催！
イベント名：『ゼロの使い魔　小悪魔と春風の協奏曲』トーク＆ライブ
開催日時：9月23日(土)
『ゼロの使い魔』より、声優陣を迎えてのトークや参加型ゲーム大会を開催。またOPソングを歌うアーティスト・Ichikoさん

 によるミニライブもアリ！
イベント名：『ああっ女神さまっ』（仮）トークショウ
開催日時：9月23日(土)
女神さまの豪華キャストによる夢のスペシャルトークイベントが実現。画期的システムのゲーム内容も本邦初公開！
イベント名：『プリンセス・プリンセス　姫たちのアブナい放課後』トークショウ
開催日時：9月24日(日)
女性ファンに絶大な人気を誇る豪華キャストが夢の競演。ゲームのアフレコ秘話はもちろん、ここでしか聞けないアブな

 いトークが展開!?

イベント名：『シムーン　異薔薇戦争　～封印のリ・マージョン～』トークショウ
開催日時：9月24日(日)
アニメに引き続きゲームに出演の女性声優陣による、マル秘トーク＆クイズ大会を実施予定。正解すればレアなグッズ
がもらえちゃうかも!?
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イベント名：『くじびき♡アンバランス　会長お願いすま～っしゅファイト☆』トークショウ
開催日時：9月24日(日)
ツン・デレシステム搭載の本格アクションゲームとなった『くじアン』を、豪華声優陣が先行体験！　さらに「くじびき」で何
かがあたるイベントも！？
イベント名：『ネギま!?　超 麻帆良大戦 かっとイ～ン☆契約執行でちゃいますぅ』トーク＆ライブ
開催日時：9月24日(日)
マーベラスブースイベントのグランドフィナーレを飾るのは、アニメ新シリーズもスタートする『ネギま!?』出演声優陣７人が
そろい踏みのスペシャルトーク＆ライブショウ！
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。
メディアワークス
●１２月７日より発売予定の、ニンテンドーDSで読む「DS電撃文庫」。メディアワークスのブースでは、発売が予定されて
いる「アリソン」「いぬかみっ！」「イリヤの空、UFOの夏」の３タイトルを、いち早く遊ぶことができます。また、ミニゲーム大
会では、豪華賞品もプレゼント。
●電撃プレイステーション×電撃オンラインの共同企画「TGS2006 TRAILER AWARDS」を開催。これはTGSに出展され
るトレイラーの中から、ユーザー投票で優秀作品を選ぼうという企画。TGS当日は、ブースに設置されたPCから、特設ブ
ログの閲覧や、その場で投票を行うことも出来ます。
●このほか、ゲーム雑誌を中心とした、電撃の雑誌・書籍の今後の展開についてのプロモーションを行う予定です。
MOCOMTECH CO., LTD.　[韓国]
大画面ゲームシミュレータシステム（Ｘファイター）
このシステムは、Ｘｂｏｘ３６０やＰＳ３のゲームの高解像度イメージ同様、明るさを20倍に増大させる大画面を備えていま
す。この大画面は、ジェットファイターのシミュレーションに使われている通常の画面と比べ、10倍ものリアリティがある
キャンバスタイプの大画面です。サイズは８０×１００×１２６インチ以上です。

桃太郎王国
ゲームはネットで買う時代！
オンラインショップ桃太郎王国のブースでは、お得情報満載のチラシを配布いたします。
昔懐かしいゲームの試遊も可能なので、ぜひお立ち寄り下さい。
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！！
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
W-ZERO3専用アプリ「ネバーワールドあみぱに」、4キャリア対応予定の「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」の新作アプリと、現在配信中の「ネバーワールドオンライン」と「ネバーワールドカード」の試遊体験あり。
「ネバーワールドあみぱに」のハイスコア選手権イベントと「あみぱにえんじぇるず」による「ネバーワールドあみぱに」の
テーマソングと「ネバーワールドカード」のダンスライブイベントと「遠藤かなで」による「ネバーワールドストラテジー」の
テーマソングと「ネバーワールド」のイメージソングのライブイベントあり。
【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)  11：00～11：30、13：30～14：00、15：30～16：00の3回を予定。
出演者：株式会社アンビション
指先「遊び」革命をテーマに、携帯コミュニティーのMMORPG化と拡大化させる為のスキーム、それに属するオタクとは違
う新しい顧客層の発見と今後のビジネスについて
イベント名：ウィルコムプレゼンツ あみぱにハイスコア選手権
開催日時：9月23日(土)・24日（日）  12：00～13：00、15：00～16：00の1日2回を予定
出演者：株式会社アンビション
W-ZERO3専用アプリ「ネバーワールドあみぱに」を使用し、タッチペンと頭を使って迫り来る敵を撃破し制限時間内に高
得点を競うハイスコア選手権を行います。優勝者にはW-ZERO3最新機種をプレゼント
イベント名：あみぱにえんじぇるずあみぱにテーマソングライブイベント
開催日時：9月23日(土)・24日（日）  10:30、11:30、14:15、16:30のいずれかの時間から開始。1日2回を予定。
出演者：あみぱにえんじぇるず（株式会社アンビション）
「ネバーワールドあみぱに」のテーマソング「愛のDENGEKISSらぶ♪」をネバーワールドイメージガール3人ユニットの「あ
みぱにえんじぇるず」が、かわいい歌とダンスでライブを行います。
イベント名：あみぱにえんじぇるずネバーワールドカードテーマソングライブイベント
開催日時：9月23日(土)・24日（日）  10:30、11:30、14:15、16:30のいずれかの時間から開始。1日2回を予定。
出演者：あみぱにえんじぇるず（株式会社アンビション）
「ネバーワールドカード」のテーマソング「瞳☆HIT Me...again」をネバーワールドイメージガール3人ユニットの「あみぱに
えんじぇるず」がアップテンポな歌とダンスでライブを行います。
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イベント名：ネバーワールドイメージソングライブイベント
開催日時：9月23日(土)・24日（日）  10:30、11:30、14:15、16:30のいずれかの時間から開始。1日2回を予定。
出演者：遠藤かなで（株式会社アンビション）
ネバーワールドのイメージボーカリスト「遠藤かなで」が、ネバーワールドのイメージソング「the world is never die」を切な
く歌います。
イベント名：ネバーワールドストラテジー主題歌ライブイベント
開催日時：9月23日(土)・24日（日） 10:30、11:30、14:15、16:30のいずれかの時間から開始。1日2回を予定。
出演者：遠藤かなで（株式会社アンビション）
ネバーワールドのイメージボーカリスト「遠藤かなで」が、ネバーワールドストラテジーの主題歌「Killing of my life」をロッ
ク調の曲にあわせ、全編英語で歌います。
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。
【実施イベント】
イベント名：インタラクティブブレインズ×フロムソフトウェア　コンパニオンオフィシャル合同撮影会
開催日時：9月23日(土)・24日（日）  両日共通  １回目：12：45受付　13：00開始  ２回目：16：10受付　16：20開始
出演者：インタラクティブブレインズ×フロムソフトウェア両社コンパニオン一同
隣接して出展する２社のコンパニオンを一同に介したオフィシャル合同撮影会！２社のコラボイベントでコンパニオンの
美の競演。参加希望者には当日会場にて参加チケットを配布します。
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。
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、初の携帯電話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「au」Vodafone」にもオープンいたしました。
「docomo」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：DAITO SUPER STAGE
開催日時：9月22日（金）～24日（日） （第１回）11:00～11:30  （第２回）13:30～14:00  （第３回）15:30～16:00
※公演時間は変更の場合あり。
出演者：・スペシャルダンサーズ、パラパラダンサーズ
大都技研スロットの楽曲を、サウンド＆ダンス＆ライティングでショーアップして、大迫力のステージを展開いたします。
ゲームショウの３日間でしか見れません！「DAITO SUPER STAGE」を、ぜひご覧下さい！
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イベント名：mini★para　プチあげSTAGE
開催日時：9月22日（金）～24日（日） （第１回）10:30～11:00  （第２回）12:30～13:00  （第３回）14:30～15:00
※公演時間は変更の場合あり。
出演者：・パラパラダンサーズ、コンパニオン、プチあげダンサーズ
「そこにあるかも知れない・・・」「Ｄｉｓｔａｎｃｅ」のパラパラを、コンパニオンが勢揃いして披露いたします。
カリスマパラパラＧＡＬも登場！
パラパラをマスターしたい方、必見です！
イベント名：「アニメ吉宗番外編」声優ライブSTAGE
開催日時：9月23日（土）・24日（日） （第１公演）13:00～13:30  （第２公演）15:00～15:30  ※公演時間は変更の場合があ
出演者：檜山修之、岩男潤子、魚建、宍戸留美、片貝薫、折戸マリ、増岡太郎、千々和竜策  ※変更の場合あり
アニメ吉宗に登場した声優陣が、歌とトークを繰り広げます。殿が！姫が！越後屋と悪代官のショートコントも!? くの一や
チビ姫も登場して大騒ぎ！ライブ感あふれるステージをお楽しみ下さい！
イベント名：姫すろっと・そろうかも知れない・・・
開催日時：9月22日(金)～24日（日）
巨大ガラポンを回して、見事当たりが出れば、特製「大都吉宗小判」をプレゼント！
豪華賞品もゲットできるかも！？
イベント名：番長ドッジボール
開催日時：9月22日(金)～24日（日）
ノリオ・サキ・チャッピーにボールを当てて、倒すことができれば特製「大都吉宗小判」を1枚プレゼント！
豪華賞品もゲットできるかも！？
イベント名：福引けDREAM
開催日時：9月22日(金)～24日（日）
各アトラクションで、GETした「大都吉宗小判」1枚で1回参加できる福引です。
豪華賞品がゲットできるかも？
イベント名：秘宝伝ドキドキトロッコ
開催日時：9月22日(金)～24日（日）
ステージ上に突然現れるアトラクション。
それが、「秘宝伝ドキドキトロッコ」だ！
レールの上でトロッコを転がし、見事秘宝ゾーンに着地できれば特製「大都吉宗小判」をプレゼント！
ティーツーアイエンターテイメント
人生ゲームのケータイアプリが満載!!大好評配信中の人生ゲームOnlineの他にもこの冬配信予定の新作アプリも一気に
紹介します。ブースの中のQRコードを読み取ってアクセスすると素敵なプレゼントがもらえるイベントも開催。ケータイを
手にとって遊べば、十人十色の人生が体験できるかも!!
ディーピー

今や伝説となった最強のスロット機「吉宗」をはじめ、「押忍!番長」「秘宝伝」といった大人気スロットを世に送り出した大
都技研のオフィシャルモバイルサイト「大都吉宗ＣＩＴＹ」が遂に３キャリアで登場！
「吉宗」のスロットアプリはもちろん、その他のスロットアプリも見逃せない！更に、大都技研のキャラクター達が登場する
ゲームアプリは豊富なジャンルで充実！
ケータイを彩るギャラリーには、待受画像や着メロ、着うた、実機音、アニメ「吉宗」のボイスなど、ファンにはたまらないコ
ンテンツが盛り沢山！
更にオフィシャルならではの最新情報や、コラム、大都技研の歴代機種情報、グッズショップまで加わって月額315円（税
込）！これはもう今すぐ会員登録するっきゃない！！

【実施イベント】
イベント名：DAITO SUPER STAGE
開催日時：9月22日（金）～24日（日） （第１回）11:00～11:30  （第２回）13:30～14:00  （第３回）15:30～16:00
※公演時間は変更の場合あり。
出演者：・スペシャルダンサーズ、パラパラダンサーズ
大都技研スロットの楽曲を、サウンド＆ダンス＆ライティングでショーアップして、大迫力のステージを展開いたします。
ゲームショウの３日間でしか見れません！「DAITO SUPER STAGE」を、ぜひご覧下さい！
イベント名：mini★para　プチあげSTAGE
開催日時：9月22日（金）～24日（日） （第１回）10:30～11:00  （第２回）12:30～13:00  （第３回）14:30～15:00
※公演時間は変更の場合あり。
出演者：・パラパラダンサーズ、コンパニオン、プチあげダンサーズ
「そこにあるかも知れない・・・」「Ｄｉｓｔａｎｃｅ」のパラパラを、コンパニオンが勢揃いして披露いたします。
カリスマパラパラＧＡＬも登場！
パラパラをマスターしたい方、必見です！
イベント名：「アニメ吉宗番外編」声優ライブSTAGE
開催日時：9月23日（土）・24日（日） （第１公演）13:00～13:30  （第２公演）15:00～15:30  ※公演時間は変更の場合があ
出演者：檜山修之、岩男潤子、魚建、宍戸留美、片貝薫、折戸マリ、増岡太郎、千々和竜策  ※変更の場合あり
アニメ吉宗に登場した声優陣が、歌とトークを繰り広げます。殿が！姫が！越後屋と悪代官のショートコントも!? くの一や
チビ姫も登場して大騒ぎ！ライブ感あふれるステージをお楽しみ下さい！
イベント名：姫すろっと・そろうかも知れない・・・
開催日時：9月22日(金)～24日（日）
巨大ガラポンを回して、見事当たりが出れば、特製「大都吉宗小判」をプレゼント！
豪華賞品もゲットできるかも！？
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イベント名：番長ドッジボール
開催日時：9月22日(金)～24日（日）
ノリオ・サキ・チャッピーにボールを当てて、倒すことができれば特製「大都吉宗小判」を1枚プレゼント！
豪華賞品もゲットできるかも！？
イベント名：福引けDREAM
開催日時：9月22日(金)～24日（日）
各アトラクションで、GETした「大都吉宗小判」1枚で1回参加できる福引です。
豪華賞品がゲットできるかも？
イベント名：秘宝伝ドキドキトロッコ
開催日時：9月22日(金)～24日（日）
ステージ上に突然現れるアトラクション。
それが、「秘宝伝ドキドキトロッコ」だ！
レールの上でトロッコを転がし、見事秘宝ゾーンに着地できれば特製「大都吉宗小判」をプレゼント！
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)
・「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、また
TGS限定の豪華待受もプレゼントを予定！！
・美少女ゲームのイメージアニメーションを公開！！
・Bluetooth対戦アプリで対戦イベント実施！！
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！！

【実施イベント】
イベント名：「最強！エアホッケー」対戦イベント
開催日時：9月22日(金)～24日（日）  1日に3回の実施を予定しております。
最大4人で対戦が可能な「最強！エアーホッケー」の対戦イベントを開催いたします。魔女っ子コンパニオンも乱入で、熱
く燃えあがることは間違いなし？
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ますので、お気軽にお越しください！

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でのご紹介、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
ターンの学生さん開発のコンテンツ展示など、特色溢れるコンテンツにて展開して参ります。
会場イベントとしてちょっと変わったコンパニオンの撮影会の開催も予定しております。

【実施イベント】
イベント名：インタラクティブブレインズ × フロム・ソフトウェア　コンパニオンオフィシャル合同撮影会
開催日時：9月23日(土)・24日（日） ＜第1回＞　12：45受付13：00開始  ＜第2回＞　16：10受付16：20開始
出演者：インタラクティブブレインズ、フロム・ソフトウェアのTGS2006会場をサポートするコンパニオン達
隣接して出展しているインタラクティブブレインズ、フロム・ソフトウェアの両社にて、一般公開日に両社コンパニオンを一
堂に会した共同撮影会を実施。他では見ることができないコンパニオンの美の競演をお楽しみに！
イベント名：「とくテン！」遊んで幕張メッセ内「レストランNOA」で無料ソフトドリンクをGET！
開催日時：9月22日(金)～24日（日） 9月22日10：00～TGS期間終了まで実施
「とくテン!」を遊ぶと、幕張メッセレストランＮＯＡ内オーシャンで使えるクーポン券プレゼント。ゲームクリア時に表示され
る画像を会計時に見せるだけでソフトドリンクが無料に（800円以上のお食事ご利用時）！
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!!
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ユビテクノ
～ホールの興奮を携帯で～をテーマにユビテクノブースではスロットメーカー各社のモバイルコンテンツ＆ゲームアプリ
等、各社の最新機種が充実のラインナップ！
【実施イベント】
イベント名：未公開アプリ発表会～未発表の新機種大公開～
開催日時：9月22日(金)～24日（日）  14:00～15:00  その他の時間帯は30分ごとに抽選会を行います。
出演者：ばん　ことみ
携帯アプリはもちろん実機も！？モンスターナイトのキャラクターを務めたばんことみが登場。
トークショー/じゃんけん大会
イベント名：抽選会　　～メーカーオリジナル商品を狙え～
開催日時：9月22日(金)～24日（日） 30分ごとに行ないます。（14：00～15：00を除く）
他では手に入らないメーカーオリジナル商品・豪華商品〔ニンテンドーＤＳＬｉｔｅなど〕をプレゼント！参加方法はブース内
大画面モニターをご覧下さい。

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！

バンダイナムコゲームス
ＰＳ２ソフト「ＮＡＲＵＴＯーナルトー木ノ葉スピリッツ!!」、「ドラゴンボールZ　Ｓｐａｒｋｉｎｇ！ＮＥＯ」、「デジモンセイバーズ　ア
ナザーミッション」、「仮面ライダーカブト」の最新作などが誰よりも早く体験できるぞ！その他、ＤＳ「たまごっちのプチプチ
おみせっち ごひーきに」、「銀魂 でぃ～えす 万事屋大騒動！」、「バトスタＤ．Ｏ．Ｎ」をはじめとする話題作も出展！キッ
ズステージでは「太鼓の達人」ゲーム大会も開催予定！大人気キャラクターが勢ぞろいのバイダイナムコブースに是非
お越しください！
【実施イベント】
イベント名：「太鼓の達人」ゲーム大会
開催日時：9月23日(土）13:00～13:30   24日(日）14:45～15：15
お馴染み「太鼓の達人」を使ったゲーム大会を実施します。リズムにあわせて太鼓型のコントローラーを叩くだけの簡単
操作なので、小さなお子様でも安心して楽しめます。
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へと校名変更する、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ます。卒
業制作は1年間かけて創りあげますが、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、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、演劇・声優科の４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。ブースに来てくれた方には粗品も差し上げますので、是非遊びに来てください！
【実施イベント】
イベント名：アテレコ体験
開催日時：9月22日(金)～24日（金）
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
やニンテンドー 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
新世代ゲーム機に対応するプロフェッショナルを業界企業とともに育成。幅広い業界ネットワークと豊富な就職実績によ
り大手ゲームメーカーに多数の卒業生を輩出。プランナー、グラフィッカー、プログラマーのトップクリエーターを育てるた
めの企業プロジェクトを中心とした独自教育システム「産学協同教育」が大きな特徴です。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、携帯オンラインRPG「PROMISED LAND」を作品展示発表します。
【実施イベント】
イベント名：タロット占い
開催日時：9月22日(金)～24日（日）
学生が制作したタロット占いゲームで今日の運勢を占おう！
占いの結果とオリジナルイラストをプレゼント！
イベント名：学生が制作したゲームにチャレンジ！
開催日時：9月22日(金)～24日（日） 随時
学生が制作したゲーム・ＣＧ・アニメーションを展示します。
ゲームで高得点を獲得してプレゼントをもらおう！
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。
学校紹介、カリキュラムの紹介していますので、来場の皆さまに広く学校のことを知っていただけると思います。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」「ポックのともだち」など楽しいゲーム作品を中心にごらん頂きます。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。
物販コーナー
アルケミスト
新作ソフト「ＡＲＩＡ～遠い記憶のミラージュ」「ひぐらしのなく頃に　祭」他数タイトルのプロモーションムービーの上映と関
連商品の販売を予定しております。
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！



｢東京ゲームショウ２００６」ブース内容一覧ＮＯ.２

Page.18
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
コスパからは、東京ゲームショウで人気ゲームやアニメの新作グッズを先行発売!!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「ラグナログオンライン」の新商品を発売
予定。またブランド【COSPA】から新規アパレルシリーズ「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！コスパブースにみんな集まれ！！
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。書籍・雑誌の購入特典はゲーマガ特製クリアファイル（夜明け前より瑠璃色な-Brighter than dawning blue-）
に決定！
日経BP社
日経ＢＰ社ブースでは、月刊誌「日経エンタテインメント！」や「装甲騎兵ボトムズ パーフェクトガイド」「シュヴァリエ」な
ど、雑誌・書籍・ムックを販売しています。

ブロッコリー
昨年も大好評だったテレカ博や、おなじみのマイクロファイバータオル等、新作グッズも多数ご用意いたしております！
開発ツール＆ミドルウェアコーナー
ISAO

弊社では、最新のサポート技術を結集したオンラインゲーム専用コールトラッキングシステムをデモンストレーションを交
えてご紹介いたします。
現在オンラインゲームの普及とともに、２４時間体制でのユーザーサポートが非常に重要になっております。
国内最大のサポート運用実績を誇る弊社のノウハウを凝縮した当システムを導入することにより、情報漏洩をシャットダ
ウンする強力なセキュリティ機能をもちつつ、柔軟で迅速な対応を実現し、サポート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22日には、この最新のシステムを詳しくご紹介するワークショップも開催いたします。パブリッシャーの
皆様のご来場をお待ちしております。

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1億5千万台以上(2006年3月末現在)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
ンツ等のデモを通じて、ぜひ体感してください!

※9/22(金)13:40～14:20に、ワークショップエリアで「3Dモバイルゲーム開発のこれから」という講演を行いますので、こち
らにもぜひおいでください。

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30000名、提携プロダクション800社、取引先企業3000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な現場のご相談は弊社まで。

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　及びBD-Rメディアを展示致します。

ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタルは、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
ブース（ブース#3-N6）では、Maya8で追加された新機能をModeling、Animation、Texture、Renderingのパートに分けてデ
モ形式でご説明いたします。UV等をコピーするTransferPolygonAttributeや非常に高速になったSubStitudeGeometryを
始め、新たに追加されたTransferMap機能を中心にZBrushとの連携も合わせたワークフローをご紹介いたします。また、
3DCGモデリングに役立つ次世代のワークフローも併せてご提案いたします。ご来場の際は、是非弊社ブースまでお立ち
寄りください。

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 ＡＥ＆Compatible
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 &amp; Premiere Pro
・Final Cut Pro
・Motion
・Autodesk Combustion
・Eyeon Fusion
・Quantel with Synapse
・Sony XPRI

ワコム

ワコムブースでは液晶ペンタブレット「Cintiq 21UX」(シンテック ニジューイチユーエックス)を出展します。特徴はフラットな
21.3型大画面へ、紙に書くように、直接入力。世界NO.1ペンタブレット・システム「Intuos3」のテクノロジを継承した液晶ペ
ンタブレットです。
すべては、意のままに操り、意のままに表現するために。
ゲーム開発者に必須の環境をご提案差し上げます。

製品の仕様、主な機能
・UXGA対応21.3型フルカラーTFT液晶を搭載。
・描きやすいフラットサーフェイス。
・エルゴノミクスを追求したコードレス＆電池レスペン。
・高性能・高機能なIntuos3テクノロジを採用。
・作業効率を向上させる「エクスプレスパッド」搭載。
・チルト角度調整、回転可能な高機能スタンド。

５０音順／株式会社等の表記省略


