
「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル一覧 ２００７年８月17日

出展社名 タイトル名 プラットフォーム 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 R-TYPE TACTICS PSP シミュレーション 5,040円 2007年9月20日

KOFマキシマムインパクト　レギュレーション”A” その他 5,040円 発売中 対応

ザ・キング・オブ・ファイターズ’９８　アルティメットマッチ その他 未定 未定 対応

サムライスピリッツ 六番勝負(仮） その他 5,040円 2008年予定 対応

ワールドヒーローズ ゴージャス その他 5,040円 2007年10月18日 対応

どきどき魔女神判！ アドベンチャー 5,040円 発売中

キミの勇者 ロールプレイング 5,040円 2008年予定

デイズオブメモリーズ２（仮） シミュレーション 未定 未定

餓狼伝説SPECIAL その他 400マイクロソフトポイント 2007年予定 対応

メタルスラッグ３ アクション 未定 未定 対応

KOFマキシマムインパクト　レギュレーション”A”
アーケード基板

（TATIO Type X2)
その他 － 稼働中

Days of Memories～純白の天使たち～ シミュレーション 20pt 配信中

Days of Memories～恋はグッジョブ！～ シミュレーション 20pt 配信中

Days of Memories～彼と私の熱い夏～ シミュレーション 20pt 配信中

Days of Memories～大江戸恋愛絵巻～ シミュレーション 20pt 配信中

Days of Memories2～僕の一番大切な君へ シミュレーション 20pt 配信中

Days of Memories～僕と彼女の熱い夏～ シミュレーション 20pt 配信中

THE KING OF FIGHTERS Chapter of NESTS～SNKスロットパニック～ その他 20pt 配信中

スカイラブ～SNKスロットパニック～ その他 20pt 配信中

餓狼伝説～SNKスロットパニック～ その他 20pt 配信中

球児～SNKスロットパニック～（デラックス版） その他 20pt 配信中

花盛～SNKスロットパニック～ その他 20pt 配信中

超お父さん～SNKスロットパニック～ その他 20pt 配信中

THE KING OF FIGHTERS～SNKスロットパニック～ その他 20pt 配信中

メタルスラッグ ファイターズ アクション 20pt 配信中

メタルスラッグ ウォリアーズ アクション 20pt 配信中

メイド by いろは シミュレーション 20pt 配信中

ティンクルスタースプライツ外伝　～ツインスターメモリーズ～ シューティング 20pt 配信中

ヴァイトロード最終章－心に希望を　手に未来を－ ロールプレイング 20pt 配信中

アテナ フルスロットル　ウィニング魔女学園騒動記 アクション 20pt 配信中

Days of Memories～大江戸恋愛絵巻～ シミュレーション 315円 配信中

Days of Memories2～僕の一番大切な君へ シミュレーション 315円 配信中

Days of Memories～僕と彼女の熱い夏～ シミュレーション 315円 配信中

メタルスラッグ外伝～Allen’s　Battle　Chronicles～ アクション 315円 配信中

THE KING OF FIGHTERS －MOBILE－ その他 525円 配信中

アテナ フルスロットル アクション 210円 配信中

SNKプレイモア

au
(BREWアプリ)

PS2

DS

XB360

FOMA
(imodeアプリ）
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「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル一覧 ２００７年８月17日

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

メタルスラッグ サバイバーズ
au

(BREWアプリ)
アクション 315円 配信中

THE KING OF FIGHTERS Chapter of NESTS － － 発売中

シスタークエスト － － 発売中

ドキドキあかずきん － － 発売中

芸者東京エンターテインメント 凡庸人型採集兵器　機動戦士オースガ（仮） PC、携帯電話 その他 未定 2008年1月 対応

ジーデックス Sandio 3D Gaming Mouse PC その他 9,800円 2007年9月 対応

世界最強銀星囲碁８ PC その他 13,440円 2007年10月 対応

世界最強銀星将棋7 PC その他 10,290円 2007年11月 対応

遊んで囲碁が強くなる！銀星囲碁DS DS その他 4,980円 発売中

遊んで将棋が強くなる！銀星将棋DS DS その他 4,980円 発売中

銀星囲碁
DoCoMo

au
SoftBank

その他 315円 発売中 対応

世界最強銀星囲碁７ PS2 その他 6,090円 2007年12月

最強銀星将棋４ PS2 その他 2,980円 発売中

忌火起草 PS3 その他 7,980円 2007年10月25日 未定

NiGHTS　～星降る夜の物語～ Wii アクション 未定 今冬 未定

サクラ大戦DS（仮称） DS ロールプレイング 未定 未定 未定

シーマン2　～北京原人育成キット～ PS2 シミュレーション 7,140円 2007年10月18日

ゴースト・スカッド Wii シューティング 5,040円 2007年10月25日 未定

古代王者　恐竜キング　7つのかけら DS ロールプレイング 5,040円 2007年11月22日 未定

ドラえもんWii　ひみつ道具王決定戦！ Wii その他 未定 2007年冬 未定

ドラえもん　のび太と緑の巨人伝DS DS アクション 未定 2008年春 未定

ソニック　ラッシュ　アドベンチャー DS アクション 5,040円 2007年10月18日 未定

タッチでズノー！DS DS その他 3,990円 2008年1月 未定

SEGA AGES 2500シリーズ　ファンタジーゾーンⅡ　DX PS2 シューティング 2,625円 2007年

SEGA AGES 2500シリーズ　ファンタシースターⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ PS2 ロールプレイング 2,625円 今冬

SEGA AGES 2500シリーズ Vol.31　電脳戦機バーチャロン PS2 アクション 2,625円 2007年10月25日

ファンタシースターユニバース　イルミナスの野望 PS2 ロールプレイング 5,040円 2007年9月27日 対応

ピクトイメージDS DS その他 3,990円 2007年9月27日 対応

毎日新聞1000大ニュース DS その他 3,990円 2007年11月

実戦パチスロ必勝法！　北斗の拳２ 乱世覇王伝 天覇の章 PS2 その他 5,040円 2007年10月11日

SIMPLE DSシリーズ Vol.22 アゲ♂アゲ♂ THE ゼロヨン★深夜（ミッドナイト） DS レーシング 2,800円 2007年9月20日

SIMPLE DSシリーズ Vol.23 THE パズルクエスト～アガリアの騎士～ DS パズル 2,800円 2007年9月27日
SIMPLE2500シリーズ Portable!! Vol.11 THE パズルクエスト～アガリアの騎士～ PSP パズル 2,625円 2007年9月27日

SIMPLE DSシリーズ Vol.24 THE 戦車 DS アクション 2,800円 2007年10月

SIMPLE Wiiシリーズ Vol.1 ＴＨＥ みんなでカート・レース Wii シミュレーション 未定 2007年10月

ディースリー・パブリッシャー

SNKプレイモア

シルバースタージャパン

セガ

パチスロ

2



「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル一覧 ２００７年８月17日

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

SIMPLE Wiiシリーズ Vol.2 ＴＨＥ みんなでバス釣り大会 Wii シミュレーション 未定 2007年10月

DEAR My SUN!!～ムスコ★育成★狂騒曲（カプリッチョ）～ PS2 シミュレーション
通常版 7,140円
限定版 9,240円

2007年9月6日

幕末恋華・花柳剣士伝 PS2 アドベンチャー
通常版 7,140円
限定版 9,240円

2007年10月4日

テイジイエル企画 バルドバレット イクリブリアム PS2 アクション 7,140円 2007年10月25日

１３歳のハローワークDS DS アドベンチャー 未定 今冬

ダークハンター BREWアプリ ロールプレイング 月額 105円 未定

紅の錬金術魂 BREWアプリ ロールプレイング 月額 105円 未定

キングアーサー BREWアプリ ロールプレイング 月額 105円 未定

オンラインPCアクションゲーム PC アクション 未定 未定 対応

ダンジョン・エクスプローラー PSP ロールプレイング 未定 今秋

ガチャピン日記DS DS パズル 2,940円 2007年9月20日

エレメンタルモンスター ～五柱神の謎～ DS その他 5,229円 2007年9月20日 対応

エースコンバット6　解放への戦火 XB360 シューティング 7,800円 2007年11月1日 対応

ドラゴンボールＺ　Sparking！METEOR PS2 アクション 7,140円 2007年10月4日

ドラゴンボールＺ　Sparking！METEOR Wii アクション 7,140円 2007年10月4日

テイルズ　オブ　イノセンス DS ロールプレイング 未定 2007年冬

バンプレスト スーパーロボット大戦ＯＧ外伝 PS2 シミュレーション 未定 2007年

ギャラクシーエンジェルII 無限回廊の鍵 PS2 シミュレーション
デラックスパック

9,975円
通常版 8,190円

2007年10月18日

最終試験くじら-Alive- PS2 アドベンチャー
初回限定版

9,240円
通常版 7,140円

2007年9月27日

家庭教師ヒットマンREBORN!　ドリームハイパーバトル!　死ぬ気の炎と黒き記憶 PS2 アクション 7,140円 2007年8月30日

セイント・ビースト　～螺旋の章～ PS2 アドベンチャー
通常版 7,140円
限定版 8,190円

2007年9月20日

食彩浪漫 家庭でできる!著名人・有名料理人のオリジナルレシピ DS その他 3,990円 2007年10月11日

松田忠徳温泉教授監修　全国どこでも温泉手帳 DS その他 3,990円 2007年10月11日

家庭教師ヒットマンREBORN! Let's暗殺!?狙われた10代目! PS2 アドベンチャー 未定 2007年10月25日

ルーンファクトリー2 DS シミュレーション 未定 2007年

おおきく振りかぶって ホントのエースになれるかも DS シミュレーション 未定 2007年

ゼロの使い魔 夢魔が紡ぐ夜風の幻想曲 PS2 アドベンチャー 未定 2007年11月29日

NO MORE HEROES Wii アクション 未定 今冬

Project O（仮称） Wii シミュレーション 未定 2008年

UserJoy Technology Co., Ltd. 三国群英伝オンライン PC ロールプレイング 未定 未定 対応

タパオンライン PC その他 未定 発売中 対応

ディータイムオンライン PC その他 未定 未定 対応

バンダイナムコゲームス

ブロッコリー

マーベラスエンターテイメント

Unalis Co., Ltd.

ディースリー・パブリッシャー

デジタルワークスエンターテインメント

ハドソン
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「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル一覧 ２００７年８月17日

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

レイトン教授と悪魔の箱 DS アドベンチャー 未定 未定

未発表新作タイトル DS ロールプレイング 未定 未定

＜モバイルコンテンツコーナー＞

ネバーワールドオンライン 携帯電話 ロールプレイング 月額 315円 配信中 対応

ネバーワールドあみぱにDX
Javaアプリ
BREWアプリ

パズル 月額 315円 配信中 対応

ネバーワールドストラテジー Javaアプリ シミュレーション 月額 315円 2007年9月 対応

ワールドアイスランジスタ Javaアプリ ロールプレイング 月額 525円 2007年9月 対応

フリフオンラインモバイル JAVAアプリ ロールプレイング 無料 2008年1月 対応

パタタ★グランプリ BREWアプリ レーシング ダウンロード105円（予定） 2007年9月 対応

ラペルズ PC ロールプレイング 無料 2006年10月2日 対応

トリトーンｍｏｂｉｌｅ S!アプリ ロールプレイング 315円 2006年12月13日

ドラコデア S!アプリ ロールプレイング 420円 2007年9月

アスファルト３　３Ｄ（仮称） DoCoMo スポーツ 315円 未定

直感ミッドナイト☆ボウリング DoCoMo スポーツ 315円 配信中

リアルサッカー２００８（仮称） KDDI スポーツ 315円 未定

ライズ　オブ　ロスト エンパイア
SoftBank

KDDI配信予定
リアルタイム

シミュレーション 315円 配信中

ギターDEミュージック（仮称） KDDI その他 315円 未定

東京・ナイツ（仮称） Soft　Bank シミュレーション 315円 未定

横山光輝　三国志 Ｓ！アプリ シミュレーション 525円 発売中

科学忍者隊ガッチャマン Ｓ！アプリ ロールプレイング 525円 2007年12月

アルファディア（仮題） Ｓ！アプリ ロールプレイング 420円 2007年10月

ドラゴンタワー疾風の旋律 Ｓ！アプリ ロールプレイング 525円 2007年10月

I am 魚 Ｓ！アプリ アドベンチャー 315円 発売中

カスタム!!3Dゴルフ（モバゴル）
Ｓ！アプリ

ＢＲＥＷアプリ
ｉアプリ

スポーツ 52～210円（アイテム課金） 発売中

Soul Tears（仮題） Ｓ！アプリ ロールプレイング 420円 2007年12月

イライラ！玉ころがし
Ｓ！アプリ

ｉアプリ
アクション 210円 発売中

暁に消ゆ Ｓ！アプリ アドベンチャー 420円 2007年10月

ラグナロクオンラインGAMES i-mode ロールプレイング 315円／月 配信中

ケータイ少女
i-mode
Ezweb

Yahoo!ケータイ
シミュレーション 525円／1DL 配信中

フライハイトクラウディアシリーズ
i-mode
Ezweb

Yahoo!ケータイ
ロールプレイング

(i)315円／月
(Y!)346円／1DL

配信中
auのみ配信予定

ゲームロフト

KEMCO

ジー・モード

レベルファイブ

アンビション

ガーラモバイル

クリエイティブ・ブレイン
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「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル一覧 ２００７年８月17日

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

テトリスクリスタル
i-mode
Ezweb

Yahoo!ケータイ
パズル

(i)105円～／月
(Ez)315円／1DL
(Y!)315円／1DL

配信中

いづみ事件ファイルシリーズ
i-mode
Ezweb

Yahoo!ケータイ
アドベンチャー

(i)210円～／月
(Ez)210円／1DL
(Y!)210円／1DL

配信中

ナイトハイク
i-mode
Ezweb

Yahoo!ケータイ
アドベンチャー

(i)105円～／月
(Ez)315円／1DL
(Y!)315円／1DL

配信中
auのみ8月下旬

配信予定

本日回転！
i-mode
Ezweb

Yahoo!ケータイ
アクション

(i)105円～／月
(Ez)105円／1DL
(Y!)105円／1DL

配信中

ウサクルクエスト Flash Lite ロールプレイング 配信中

なすブーの冒険４ Flash Lite ロールプレイング 配信中

なすブーの大冒険!!シナリオ１ Flash Lite ロールプレイング 配信中

シノビン Flash Lite アクション 配信中

サルゴルファー　ニアピンＧＰ Flash Lite アクション 配信中

ハンマーマニア Flash Lite アクション 配信中

プラスちっく☆マイナスちっく Flash Lite アクション 配信中

プリンセス・ファミリア 携帯アプリ ロールプレイング 2007年9月予定

宇宙屋台・天嵐軒 携帯アプリ アドベンチャー 配信中

LastDream 携帯アプリ ロールプレイング 年内予定

ひぐらしのなく頃にTactics 携帯アプリ シミュレーション
DoCoMo 月額315円
SoftBank 420円/1ダ

ウンロード
配信中

降魔霊符伝イヅナ2（仮） DS ロールプレイング 未定 今秋

コスプレタクティカル BREWアプリ シミュレーション 月額315円 発売中 対応

ミックスキングダム BREWアプリ その他 従量420円 発売中 対応

なんでもジグソー BREWアプリ パズル
無料

（一部機能使用時に
従量315円）

発売中

雪の降る時に BREWアプリ アドベンチャー 従量 420円 発売中

育て！ネットあいどる BREWアプリ シミュレーション 従量 420円 発売中

封神霊符３ BREWアプリ ロールプレイング 従量 315円 発売中

コミュニティキーパー PC その他 開発中 対応

ケータイスタジオ PC その他 発売中 対応

＜キッズコーナー＞

バンダイナムコゲームス たまごっちのプチプチおみせっち　みなサンきゅ～！ DS その他 5,040円 2007年9月27日

マーベラスエンターテイメント ぷるるんっ!しずくちゃん めいろの森のどうぶつたち DS アクション 5,040円 2007年7月12日

シールズ

そらゆめ

ニンジャスタジオ

メディア・マジック

ジー・モード

DoCoMo 月額315円
SoftBank 未定

84円/1ゲーム
会員は月額315
円でランク内の
ゲーム取放題。

84円/1ゲーム
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「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル一覧 ２００７年８月17日

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

＜ゲームスクールコーナー＞

ジュエル・マスター PC パズル - -

パラボック PC アクション - -

シャイニングブラスト PC シューティング - -

エクステイル PC アクション - -

黒雲 PC アクション - -

シュマロイツ PC アクション - -

シャッフルパレット PC パズル - -

アウトオブグローサー＜３DCG作品＞ PC - - -

少年とお城のオバケ＜３DCG作品＞ PC - - -

To The Beautiful World＜３DCG作品＞ PC - - -

Realistic＜３DCG作品＞ PC - - -

In my life＜３DCG作品＞ PC - - -

Awaking Arms PC アクション 非売品 -

Cat Story PC アクション 非売品 -

CAGAMARIA　STRIKE PC アクション 非売品 -

神戸電子専門学校 学生作品集 PC その他

ＩＸＡＳ（イクサス） PC パズル

天罰 PC アクション

アクアルーラー PC パズル

マジカルストーン PC パズル

てんきぃ PC アクション

メロディ　ドロップス　～ロアの音風～ PC アクション

ザ・ワイヤーガン PC アクション

パンドラ PC ロールプレイング

ラストニート PC アドベンチャー

バンバンバウンド PC アクション

トゥーンイクジットウィズアルパ PC アドベンチャー

ゲットアウェイ iアプリ レーシング

ブロウウィンド GC アクション

ぷにっとクラウン DS アクション

トライデントＰＣゲームコレクション PC その他 無料

トライデントＸｂｏｘ３６０ゲームコレクション XB360 その他 無料

トライデントＰＳＰゲームコレクション PSP その他 無料

トライデント携帯ゲームコレクション 携帯電話 その他 無料

o-sero PC 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

名古屋工学院専門学校

デジタルエンタテインメントアカデミー

トライデントコンピュータ専門学校

穴吹カレッジグループ

ECCコンピュータ専門学校

専門学校 東京ネットウエイブ

総合学院テクノスカレッジ 東京工学院専門学校
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「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル一覧 ２００７年８月17日

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

PIPE iアプリ パズル

数解2 iアプリ パズル

コノリ コノル PC アクション

スターダストバインド PC その他

Bounce PC アクション (学生作品) (学生作品)

トんでもバカンス PC アクション (学生作品) (学生作品)

てんと PC パズル (学生作品) (学生作品)

ナビ PC パズル (学生作品) (学生作品)

天空の迷宮 PC アクション (学生作品) (学生作品)

逃げろ！ PC アクション (学生作品) (学生作品)

やったZE！！スーパーカー PC レーシング (学生作品) (学生作品)

<ビジネスソリューションコーナー＞

ドルアーガの塔（仮称） PC ロールプレイング 基本無料・アイテム課金 2008年 対応

パンドラサーガ PC ロールプレイング 基本無料・アイテム課金 2008年 対応

新潟高度情報処理技術学院

ゴンゾロッソ

名古屋工学院専門学校

プラットフォーム略称表記 　Wii：Wii、GC：ニンテンドー ゲームキューブ、DS：ニンテンドー ＤＳ、GBA：ゲームボーイアドバンス、GB：ゲームボーイ
                                     　PS3：プレイステーション3、PS2：プレイステーション2、PSP：プレイステーション・ポータブル、XB360：Xbox360、XB：Xbox、PC：パソコン
※５０音順／株式会社などの表記は省略
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