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2007．9.13 

東京ゲームショウ２００７ ブース内容一覧 第二弾 

【一般展示】 

アークシステムワークス 

次世代対戦格闘ツール「ギルティギア２」の体験台を中心に、イベントあり！ステージあり！の盛りだくさんな
ブースです。 
【イベント】 

 日時：９月２０日（木） １２：３０～１３：３０ 
 名称：プレスカンファレンス 
 出演：石渡太輔（ギルティギアシリーズゼネラルディレクター） 

内容：アークシステムワークスが年末にかけて発売する期待の新作タイトルをご紹介するプレスカンファレ
ンスを開催。「ギルティギア２」をはじめとしたアーク新作タイトルについて、映像を中心にご説明させ
ていただきます。 

日時：９月２０日(木) １５：００～１６：００ 
名称：アークシステムワークス スペシャルトークショー 
出演：飯島多紀哉（シャノン）、西山英一（ワークジャム）※順不同・敬称略 
内容：７月に発売された「探偵神宮寺三郎 DS」、そして発売を控える「アパシー～鳴神学園都市伝説探偵

局～」を手掛けるクリエイターをお招きし、 スペシャルトークショーを開催。 

日時：９月２１日（金） １４：００～１５：００ 
名称：プレス対抗ゲーム大会 
内容：米、中、韓国、台湾のゲーム媒体編集者が襲来！迎え撃つは日本を代表する有名メディア編集

部！世界中のメディアの中で、どのメディアが最強なのか。威信を掛けた戦いをお見逃しなく！！ 

日時：９月２２日（土）・２３日（日） １２：００～１３：００ 
名称：ギルティギア２ スペシャルステージ 
出演：スペシャルゲスト有り！（後日発表） 
内容：「ギルティギア２」をご紹介するスペシャルステージ。 ゲーム紹介はもちろん、スペシャルゲストを招

いたトークショーも開催します。 

日時：９月２２日（土）・２３日（日） １３：３０～１４：００ 
名称：コスプレ撮影会 
内容：「ギルティギア２」に登場する新キャラクター「ヴァレンタイン」のコスプレ撮影会を実施します。一般レ

イヤーのみなさまも、ぜひご来場ください！ 

日時：９月２２日（土）・２３日（日） １４：３０～１５：３０ 
名称：Web ラジオ「ＣＡＦＥ ＤＥ ＡＲＣ」公開録音 
出演：石渡太輔、鈴木高雄（スタージャム）、近藤佳奈子（声優）、パチ（ライター）他 
内容：アークシステムワークスから好評配信中の Web ラジオ「ＣＡＦＥ ＤＥ ＡＲＣ」を、ＴＧＳ２００７で公開収

録！！ お馴染みのメンバーに当日はゲストも登場。公開収録にメンバーも気合十分。 

アイレム 

アイレムとＥＩＺＯ（ナナオ）のコラボレーションで贈る今年のアイレム/ＥＩＺＯ（ナナオ）ブースは、アイレム開発
室がなんと東京ゲームショウ会場に進出！ 
来場者も最新モニターを使用した開発環境でのゲーム開発者気分を存分に味わうことができる。 
もちろん昨年好評の「アイレムぶるるん２００７最新号」の配布など見どころも満載！ 
是非、アイレム/ＥＩＺＯ（ナナオ）ブースにお越しください！ 
＜極秘情報＞ 
ＥＩＺＯ（ナナオ）にナイショでアイレムが企画中の次世代モニターコンセプトモデル「アシュラ（仮称）」は完成
するのか！？果たして出展許可は出るのか！？結果は東京ゲームショウ会場にて。 

アクワイア 

技術展示と商談スペースを設置する予定です。 

ＩＣＵＩＴＩ ＶＩＤＥＯ ＥＹＥＷＥＡＲ 

VR920 は、究極のインターネットコミュニケーションデバイスで、ユーザーに仮想世界との交流を可能にしま
す。頭脳追跡装置を組み込んでいるので、まるで本当に仮想環境にいるかのように、その世界を見渡せま
す。また、VR920 はユーザーに巨大なマルチプレーヤー環境からシミュレーションゲームに至るまでの様々
なアプリケーションにより没頭してもらうため、マイクロフォンを備えています。 

Ｗｉｎｘｅｎ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． 

「GENUS」は力フィードバック信号の付いたゲームに最適な椅子です。左右にある調節レベルつき振動装置
でアドベンチャーゲームに没頭できます。サウンドだけを楽しむ今までの椅子よりゲームをもっと楽しめま
す。テレビ、携帯電話、MP3 や PMP などのマルチメディア・デバイスや外部変換器を取り付けなくとも、
Nintendo、PS、Xbox など主なビデオゲームに対応。「GENUS」で多種多様のゲームを楽しみ、リラックスしま
しょう。 
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ＥＩＺＯ（ナナオ） 

今回のゲームショウでは、デスクトップ・ハイビジョン液晶モニター「ＦｌｅｘScan HD2451W/HD2441W」を出展し
ます。1080p フルハイビジョンに対応し、映像ソースのもつポテンシャルを余すところなく再現。HDMI 端子を 2
系統搭載し、PC だけではなく、ゲーム機やレコーダー、ビデオカメラ等の AＶ機器と接続してお使いいただけ
ます。また 24.1 型（WUXGA 対応）のワイドフォーマット画面が、広い作業領域を確保。動画・画像編集を行う
ゲームクリエーターにとって最適な環境を提供します。この機会に是非「ＦｌｅｘＳｃａｎ HD シリーズ」をご体感く
ださい。 

ＳＮＫプレイモア 

今年のＳＮＫプレイモアブースは、新作ゲームの試遊はもちろん、おなじみの両面ステージでは、ゲーム大
会やトークショウ、クイズ大会、コスプレ撮影会などイベントも盛りだくさん！新企画もご用意しています！ 
アーケードで絶賛稼働中「KOF MIA」と、発売前の PS2 タイトル「KOF'98 UM」のプロデューサーたちと直接対
決できるプレイコーナーも設置予定！あの FALCOON やネオジオ博士と対戦しよう！ 
その他、気軽に楽しく遊べる携帯アプリを多数ご用意しております。今年の「東京ゲームショウ２００７」も、い
つものエントランス前、ＳＮＫプレイモアブースへ絶対お越しください！ 
【イベント】 

日時：９月２０日（木）・２１日（金） １０：３０～１２：００、１３：３０～１５：００ 
名称：【プレスカンファレンス】（メインステージ） 
出演：各タイトルプロデューサー 
内容：ＳＮＫプレイモアのプレス向けタイトル発表会 

日時：９月２０日（木）・２１日（金） １０：００～１１：００、１２：００～１３：００、１４：３０～１５：３０、 
１６：００～１７：００ 

名称：【コスプレコンパニオン撮影会】（サブステージ） 
出演：どき魔女コスプレコンパニオン、KOF コスプレコンパニオン 
内容：上記コスプレコンパニオンの撮影会 

日時：９月２２日（土） １０：３０～１１：３０ 
名称：【ＫＯＦ ＭＩ 声優トークショウ Ｒｏｕｎｄ１！】（メインステージ） 
出演：佐藤佑暉さん（アルバ役）、服巻浩司さん（ソワレ役）、長代聡之介さん（アッシュ役）、 

生駒治美さん（ブルーマリー役）、前塚厚志さん（協同司会/紅丸役） 
内容：ＫＯＦ ＭＩの声優トークショウや一般来場者とのゲーム大会 

日時：９月２２日（土） １４：００～１５：００ 
名称：【ＫＯＦ ＭＩ 声優トークショウ Ｒｏｕｎｄ２！】（メインステージ） 
出演：佐藤佑暉さん（アルバ役）、服巻浩司さん（ソワレ役）、長代聡之介さん（アッシュ役）、 

生駒治美さん（ブルーマリー役）、前塚厚志さん（協同司会/紅丸役） 
内容：ＫＯＦ ＭＩの声優トークショウや生アフレコなど 

日時：９月２３日（日） １０：３０～１１：３０ 
名称：【ＫＯＦ ＣＬＡＳＳＩＣＳ 声優トークショウＲｏｕｎｄ１！】（メインステージ） 
出演：野中政宏さん（京役）、安井邦彦さん（庵役）、池澤春菜さん（アテナ役）、前塚厚志さん（協同司会/紅

丸役） 
内容：歴代のＫＯＦ声優トークショウや一般来場者とのゲーム大会 

日時：９月２３日（日） １２：３０～１３：３０ 
名称：【ＫＯＦ ＣＬＡＳＳＩＣＳ 声優トークショウＲｏｕｎｄ２!】（サブステージ） 
出演：野中政宏さん（京役）、安井邦彦さん（庵役）、池澤春菜さん（アテナ役）、前塚厚志さん（協同司会/紅

丸役） 
内容：歴代のＫＯＦ声優トークショウや生アフレコなど 

日時：９月２３日（日） １４：００～１５：００ 
名称：【Ｄａｙｓ ｏｆ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ 声優トークショウ】（メインステージ） 
出演：池澤春菜さん（アテナ役）、弓雅枝さん（レオナ役）、佐藤佑暉さん（アルバ役）、服巻浩司さん（ソワレ

役）、前塚厚志さん（協同司会/紅丸役） 
内容：Ｄａｙｓ ｏｆ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ出演キャラの声優トークショウや生アフレコなど 

日時：９月２２日（土）・２３日（日） １２：００～１３：３０ 
名称：【どき魔女ファン感謝祭】（メインステージ） 
出演：松下佳靖氏（プロデューサー）、YO-HEI（アーティスト）、梅田浩二氏（『ゲーマガ』編集長）、 

松嶋初音さん（タレント） 
内容：担当プロデューサーのトークショウ 

どき魔女サウンドを手がけた YO-HEI によるライブステージ 
梅田編集長と松嶋初音さんによるゲームに関するトークショウ 

日時：９月２２日（土） １５：３０～１７：００ 
名称：【ＫＯＦ ＭＡＸＩＭＵＭ ＩＭＰＡＣＴ ＲＥＧＵＬＡＴＩＯＮ "A"ゲーム大会】（メインステージ） 
出演：FALCOON さん（プロデューサー）、佐藤佑暉さん（アルバ役）、服巻浩司さん（ソワレ役）、一般来場者 
内容：来場者参加型のゲーム大会。 
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日時：９月２３日（日） １５：３０～１７：００ 
名称：【ＴＨＥ ＫＩＮＧ ＯＦ ＦＩＧＨＴＥＲＳ'９８ ＵＬＴＩＭＡＴＥ ＭＡＴＣＨゲーム大会】（メインステージ） 
出演：ネオジオ博士さん、野中政宏さん（京役）、安井邦彦さん（庵役）、猿渡雅史氏（『アルカディア』編集

長）、実況、闘劇での注目選手及び成績優秀者、一般来場者 
内容：本年度 8 月開催のアルカディア主催イベント「闘劇」注目選手及び優秀者が参加するゲーム大会。 

日時：９月２２日（土） １１：００～１１：３０ 
名称：【どき魔女ｖｓＫＯＦ アルティメットゲームバトル】（サブステージ） 
出演：どき魔女コスプレコンパニオン、KOF コスプレコンパニオン、一般来場者 
内容：どき魔女コスプレコンパニオン・KOF コスプレコンパニオン・一般来場者によるゲーム大会。来場者は

優勝者を予想。ゲーム大会優勝者及び予想的中の来場者へオリジナル賞品をプレゼント。 

日時：９月２２日（土） １３：３０～１４：００ 
名称：【レイヤー選抜！９８ＵＭゲーム大会】（サブステージ） 
出演：一般参加者コスプレイヤー 
内容：ＫＯＦ’９８ＵＭを使用し、一般参加者コスプレイヤーのゲーム大会を実施。優勝者にはオリジナル賞

品をプレゼント。 

日時：９月２３日（日） １１：００～１１：３０ 
名称：【ＫＯＦ‘９８ＵＭ コンパニオンハンデマッチ！】（サブステージ） 
出演：ＫＯＦコスプレコンパニオン、一般参加者 
内容：ゲーム初心者のＫＯＦコスプレコンパニオンと一般来場者によるゲーム大会。優勝者にはオリジナル

賞品をプレゼント。 

日時：９月２２日（土） １１：３０～１３：００ 
名称：【ＣＯＳ－ＰＡＴＩＯ (ＫＯＦコスプレコンテスト)】（サブステージ） 
出演：前塚厚志さん、ＦＡＬＣＯＯＮさん、安蒜（アンビル）利明氏（『電撃レイヤーズ』編集長）、ＫＯＦコスプレ

コンパニオン、一般参加者ＫＯＦコスプレイヤー 
内容：一般参加者ＫＯＦコスプレイヤーのコスプレコンテスト。 

日時：９月２２日（土） １１：３０～１３：００ 
名称：【ＫＯＦウルトラカルトクイズ２００７】（サブステージ） 
出演：ネオジオ博士さん、一般来場者 
内容：ＫＯＦに関する非常にマニアックなクイズ大会。 

日時：９月２２日（土）・２３日（日） １０：００～１０：３０、１５：３０～１６：００ 
名称：【どき魔女コスプレコンパニオン撮影会】（サブステージ） 
出演：どきどき魔女神判コスプレコンパニオン 
内容：上記コスプレコンパニオンの撮影会 

日時：９月２２日（土） １４：００～１４：３０／９月２３日（日） １１：３０～１２：００ 
名称：【ＫＯＦコスプレコンパニオン撮影会】（サブステージ） 
出演：ＫＯＦコスプレコンパニオン 
内容：上記コスプレコンパニオンの撮影会 

日時：９月２２日（土）・２３日（日） １６：３０～１７：００ 
名称：【コスプレコンパニオンフリー撮影会】（サブステージ） 
出演：どきどき魔女神判コスプレコンパニオン、ＫＯＦコスプレコンパニオン 
内容：上記コスプレコンパニオンの撮影会 

ＮＴＴドコモ 

今年もドコモブースは、多くのゲームメーカーとタッグを組んで、「最新ｉアプリ」を中心に出展いたします。ブー
スでは多数の試遊スペースとサプライズステージが繰り広げられます！ 

ぜひ、ＮＴＴドコモブースにお越しください！！ 

【イベント】 

日時：９月２０日（木）～２３日（日） 時間未定 
名称：ドコモスペシャルステージ（仮） 
出演：未定 
内容：未定 

エンターブレイン 

「週刊ファミ通 東京ゲームショウ幕張出張所」 
今年も『週刊ファミ通編集部』が東京ゲームショウに登場！ 
各編集担当者が有名クリエイターたちにインタビューします。ゲームファンは見逃せないトークセッションで
す。さらにゲーム・エンターテイメントコミュニティサイト『ｅｆｉｇｏ』が初出展！浜村社長や加藤編集長の日記も
読めちゃいます。新規会員大募集！ 

カナダゲーム 

カナダのゲーム関連企業２３社が出展。 
www.a2m.com www.bigbluebubble.com www.thecookiejarcompany.com www.complexgames.com 
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www.dreamcatchergames.com www.dtisoft.com www.worldplatforms.com www.kutoka.com www.magmic.com 
www.otherocean.com www.wickedstudios.com www.wavegeneration.ca www.investquebec.biz 
www.audiokinetic.com www.bug-tracker.com www.d-box.com www.enzyme.org www.fogstudios.com 
www.gesturetek.com www.misticsoftware.com www.sherpagames.com www.quazal.com 
www.trueplayergear.com  
また、カナダゲームセミナーを９月１８日(火)にカナダ大使館で開催します。 
詳細→stephane.beaulieu@international.gc.ca 

芸者東京エンターテインメント 

弊社は、東京大学の研究者・コンサルティング会社出身者・ゲームクリエイターが集結し、先端的なテクノロ
ジーを使って生活に「素敵な無駄」や「うるおい」を生みだすエンターテインメントを創り出すことを目的に、昨
年設立されたベンチャーです。今回は、「Project:凡庸人型採集兵器 機動戦士オースガ（仮）」という、ケータ
イ PC 連動型の MMORPG を出展いたします。隠された王家の謎やラスボスとの死闘とは無縁のウェブの海
を舞台に、セクシーなおいっ子めいっ子たちが、あなたのために一生懸命がんばります。ブースにてケータイ
の体験版を遊んでいただけますので、皆様のご来訪心よりお待ちしております。 

KDDI 

KDDI ブースでは、今年も「au ならでは」にこだわり、期待の新作ゲームや人気ゲームを多数展示致します。
ぜひ KDDI ブースへお立ち寄りいただき、au ならではのケータイゲームの楽しみ方を体感してください。 
イベント実施予定 

コーエー 

コーエーブースでは、大ヒットタクティカルアクションゲームの最新作『真・三國無双５』がいよいよプレイ可能
に！次世代機が実現する「究極のアクション、究極の戦場」をぜひ体験してください。また、Ｗｉｉ 用体感アク
ションゲーム『戦国無双 KATANA』や、Ｗｉｉ 用 RPG『オプーナ』、大人気女性向け恋愛・育成シミュレーション
ゲームＰＳ２『金色のコルダ２ アンコール』などの試遊台も出展。さらに、話題のオンラインゲーム『三國志
Online』の体験をはじめとするオンラインゲームコーナーも用意しています。もちろん、豪華賞品を用意した
ゲーム大会や各種イベントなど、盛りだくさんの内容で展開しますので、ぜひご期待ください。 

【イベント】 

日時：９月２０日（木）～２３日（日）  
名称：「戦国無双 KATANA」最強武将杯 
内容：Ｗｉｉ用ソフト「戦国無双 KATANA」を使用したゲーム大会を実施します。参加された方はもちろん、上

位入賞者には豪華賞品を用意しております。 

日時：９月２１日（金）～２３日（日） 
名称：ネットエンターテインメント フェスタ 2007 ステージ 
内容：コーエーのオンラインゲーム４タイトルの開発スタッフがユーザーの質問にお答えします。プレミアム

な賞品を用意した参加者全員によるジャンケン大会もあります。 

日時：９月２２日（土） １５：００～１５：３０ 
名称：凛 スペシャルステージ 
出演：凛 
内容：PS3「BLADESTORM 百年戦争」の TVCF タイアップアーティスト「凛」による、東京ゲームショウ２００

７限定のスペシャルステージ。儚くも力強い彼女の歌声をぜひお聞きください。 

日時：９月２３日（日） １５：００～１５：３０ 
名称：「金色のコルダ２ アンコール」発売記念 声優トークスペシャル 
出演：谷山紀章、伊藤健太郎 
内容：PS2「金色のコルダ２ アンコール」の発売を記念して、登場キャラクターとして出演している人気声

優・谷山紀章さんと伊藤健太郎さんによるトークショウを実施します。 

ＫＯＮＡＭＩ 

ＫＯＮＡＭＩは、今年も会場の中心にブースを構え、充実の内容でお客様をお待ちしております。 
未公開作・最新作を含む厳選されたゲームタイトルを一堂に会し、特別映像の放映、イベントステージ、体験
プレイなどを通して、お客様のご期待に応えられるラインアップを展開してまいります。 
なかでも、20周年を迎えた大人気シリーズの最新作『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』
は、世界中の注目を集めること必至です。また、驚くような新作もご用意しております。 
今年もＫＯＮＡＭＩブースにご期待ください。 

サイカンゲームズ 

サイカン、ついに日本上陸！去年の東京ゲームショウで、華々しく日本デビューを飾った韓国サイカンが、本
格的に日本を拠点とし、オンラインゲームを展開します。今年のゲームショウに登場するのは、FPS の歴史
を覆す、期待のあのタイトル。ブースに一歩足を踏み入れれば、そこはもうゲームの世界…。試遊ではグル
ープ戦で実戦の興奮が味わえるほか、日本でのサービスを目前に控え、待ちきれない人たち必見の、さまざ
まなイベントをご用意しました！8 月下旬から、イベントの詳細を少しずつ Web サイト上でご案内していきま
す。どうぞご期待ください！ 
【イベント】 
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 日時： ９月２０日（木）～２３日（日） 
名称： ８月下旬からＷｅｂサイトに随時告知 

サーファーズパラダイス 

女性のためのゲーム融合型 SNS『紅炎のソレンティア』のプロモーションを予定しています。豊富なアバター
パーツであなただけのオリジナルキャラを作成し、育成やアドベンチャー、ユーザー同士のコミュニケーショ
ン等、何をするかはプレイヤーの自由。特に何もせず配信小説を読みふけったり、『ソレンティア』の世界や
キャラを使った二次創作に熱中する、なんて楽しみ方も OK です。魔法使いの学園を舞台に繰り広げられる
全く新しいコミュニティ。当ブースにて是非体験してみてください。 

ジーデータソフトウェア 

ジーデータソフトウェア( G DATA Software K.K、本社＝ドイツ、日本支社＝東京都千代田区、代表取締役＝
Jag 山本.)は、PC ウイルス対策ソフトを販売する会社です。主要製品は「アンチウイルスキット」「インターネッ
トセキュリティ」「トータルケア」の 3 製品です。品質にこだわり、世界各国の PC 誌 30 誌以上の製品比較テス
トでナンバーワンに輝いています。ゲーマーの方々のパソコンを守るのに、もっともふさわしいものと信じて
おります。当日はブースにて製品のご紹介・ご説明を行うほか、30 日間無料で使用できる体験版もお配りし
ておりますので、６N-3 の弊社ブースまで、お気軽にお越しくださいませ。 
【イベント】 

 日時：９月２２日（土）・２３日（日）１１：００～１７：００毎時００分～１５分（予定） 
名称：レイが語る、ゲームとセキュリティ（トーク） 
内容：ウイルス対策に関するさまざまな情報をご提供します。もちろんゲームに関連するセキュリティにつ

いてもお伝えします。 

ジーデックス 

世界のゲームソフトを販売する株式会社ジーデックス(www.gdex.co.jp)はこの度Ｓａｎｄｉｏｔｅｃｈ社（米国）の次
世代３Ｄマウスの日本正規輸入代理店として販売を開始いたします。この画期的なマウスは三つのアナログ
スティックを駆使することにより、３Ｄゲームで絶大な操作性の向上を実現します。Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ対応マ
ウスでもあり、Ｇｏｏｇｌｅ ＥａｒｔｈやＣＡＤのような３Ｄアプリケーションでの作業効率も飛躍的に向上します。 
GDEX ブース（6-N10）にて展示・スタッフによる操作説明もしております。是非シリコンバレー発の最新技術 
をご体感ください！ （本製品の国内販売店様も募集しております） 

Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｇｕａｎｑｉａｏ Ｐａｃｋｉｎｇ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ 

あらゆるゲーム機、コンピューターに貼れる「skin」は、綺麗なステッカーのようなもので、通常単一色のゲー
ム機に、美しい写真と華やかな色を与え、ほこり、指紋、ひっかき傷から保護します。また最高品質の素材を
使用し、長年お客様に満足いただいている理由として、良質のインク、保護レイヤーの使用も挙げられます
が、繰り返し何度でも使えるというのが一番の特徴です。我々は顧客満足が成功をもたらすというモットーで
日々取り組んでおります。印刷、包装がこの１０年の事業の核であり、エレクトロニクス、電子装置、玩具、そ
の他大体どんなものにでも粘着性ラベルを作れます。 

ジャレコ 

Ｗｉｉ対応全国デコトラ祭りのお披露目、ネプリーグ DS といった年末発売のタイトルの紹介に加え、発売が間
近に迫った PS2 用ソフト「アイドル雀士 スーチーパイ４」の声優イベントなどを開催します！ 
【イベント】 

日時：９月２０日（木） １１：００～ 
名称：ジャレコ オールラインナップ紹介 
内容：東京ゲームショウに出展しているタイトルを中心にジャレコから発売されるコンシューマー、ＰＣ、モバ
イルの各タイトルを紹介！スペシャルゲストの登場もあり？ 

日時：９月２０日（木）１３：３０～／９月２１日（金）１２：３０～、１５：００～／９月２２日（土）１１：１０～、 
１４：３０～／９月２３日（日）１１：５０～、１３：４０～ （全７回） 

名称：「ネプリーグＤＳ」イベント 
内容：ニンテンドーＤＳ用ソフト「ネプリーグＤＳ」の魅力をお伝えするステージ。番組でおなじみのゲーム

や、ＤＳでしか遊べないゲームの紹介、ゲーム大会などを予定しています。 

日時：９月２０日（木）１４：３０～／９月２１日（金）１１：００～、１４：００～ 
９月２２日（土）１０：２０～、１３：３０～／９月２３日（日）１２：４０～、１６：００～ （全７回） 

名称：「全国デコトラ祭り」イベント 
内容：ＴＧＳ直前に発表となったＷｉｉ専用ソフト「全国デコトラ祭り」のゲーム内容を余すところなく紹介しま

す。ゲーム中の映像にも登場する「甲斐◇風林火山」の粋な演舞にも注目です。 

日時：９月２２日（土）１２：００～、１５：３０～／９月２３日（日）１０：３０～、１４：３０～ 
名称：「スーチーパイ」声優イベント 
内容：ゲーム中のメイドカフェＹｏｕ＆Ｍｅ同様に清水愛さん、高橋美紀さんをメインに据えて歌やおしゃべ

り、ゲーム開発者への質問など、さまざまなコンテンツを用意！ステージごとに異なるゲストを予定し
ています。 
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シルバースタージャパン 

最強銀星シリーズを展示！ 
世界最強を誇る銀星シリーズ（囲碁、将棋、麻雀、etc）を紹介。ＰＣ、ケータイ、ニンテンドーＤＳ、ＰＳとあらゆ
る機種の銀星シリーズが体験出来る！また、体験していただいた方には先着で銀星オリジナルキューブ（６
面体パズル）プレゼント！ 

スクウェア・エニックス 

スクウェア・エニックスブースでは今後発売予定のゲームの体験コーナーの他、オープンメガシアターとクロ
ーズドメガシアターの２つのシアターにてゲーム最新映像を上映いたします。その他詳細については今後の
続報をお待ちください。 

Smyth Research LLC 

ＳＶＳ (Smyth Virtual Surround) はヘッドフォーンの大改革を目的とした技術。ゲーマは個々の多チャンネル
のサウンドトラックをいつでも好きな音響レベルで聞き、ゲームを楽しめます。他の気の狂うような音のロー
カライズに苦戦している市場のバーチャライザーと違い、SVS はすべてのリスナーのために、音やスピーカ
ーの空間音響化の簡単に複製できます。また、リアルタイム頭部追跡として有名なプロセスを通し、リアリズ
ムの驚くべきレベルに達しています。 

３ＤＶ Ｓｙｓｔｅｍｓ 

ユニークなイメージング技術を開発、リアルタイムで奥行きのある被写体をカメラに収めることを可能にしま
した。最近ＰＣゲームでのジェスチャ・コントロールに理想的なプロトタイプＰＣカメラを発表しました。 

セガ 

セガブースでは、「ナイツ～星降る夜の物語～」（Ｗｉｉ）、「戦場のヴァルキュリア」（PS3）、「忌火起草」（ＰＳ３）
をはじめ、未発表を含む強力タイトルを出展します。各タイトルのコーナーはパビリオンをイメージとしてお
り、それぞれが趣向を凝らした展示を行います。各タイトルの面白さ、迫力など世界観を存分に体験していた
だくべく皆様をお待ちしております。また、それ以外にも「ドラマチックダンジョン サクラ大戦 ～君あるがため
～」（ＮＤＳ）をはじめとした、ハンドヘルドのタイトルも多数出展。自信のラインナップを取り揃えたセガブース
にぜひお越しください。 
【イベント】 

日時：９月２１日（金）・２２日(土)・２３日（日） 
名称：戦場のヴァルキュリア 
出演：井上麻里奈さん（２３日のみ） 
内容：開発者による（２３日はアリシア役の声優 井上麻里奈さんも加え、）製作にかけた意気込みや特徴

的なグラフィックに関する製作秘話をご紹介。 

日時：９月２０日（木）～２３日（日） 
名称：ピクトイメージＤＳ 
出演：大島麻衣さん（AKB48）、板野友美さん（AKB48）、河西智美さん（AKB48） 
内容：みんなでワイワイ盛り上がれるピクトイメージ DS を AKB48 のメンバーがデモプレイ。 

日時：９月２１日（金）・２２日（土） 
名称：忌火起草（いまびきそう） 
出演：チュンソフト 中村社長 
内容：サウンドノベル最新作「忌火起草（いまびきそう）」の最高の恐怖をチュンソフト中村社長よりご紹介。

日時：９月２３日（日） 
名称：シーマン 2 ～北京原人育成キット～ 
出演：大島麻衣さん（AKB48）、板野友美さん（AKB48）、河西智美さん（AKB48） 
内容：AKB48 のメンバーが北京原人育成に挑戦！ 

日時：９月２３日（日） 
名称：ドラマチックダンジョン サクラ大戦 ～君あるがため～ 
出演：横山智佐さん、日髙のり子さん、小林沙苗さん 
内容：サクラ大戦の各華撃団を代表して、横山智佐さん（真宮寺さくら）、日髙のり子さん（エリカ・フォンティ

ーヌ）、小林沙苗さん（ジェミニ・サンライズ）を招いてのトークショー。 

日時：９月２３日（日） 
名称：大仁田厚がゲーム業界に立候補  １・２・３・ファイヤー 
出演：大仁田厚さん 
内容：株式会社マイルストーンより９月２７日発売の「いつでも、どこでも大仁田厚の政治クイズ DS」のステ

ージを、政治評論家としてデビューした大仁田厚氏を招いて、トークショー＆実機を使用した政治クイ
ズゲームなどの内容で開催予定。 

タイパビリオン 

Ｇａｍｅ Ｓｑｕａｒｅ Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． 
Ｇａｍｅ Ｓｑｕａｒｅ Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ はゲームのアウトソーシングサービスを提供しています。また、ＰＣ、Ｎｉｎｔｅｎ
ｄｏ ＤＳやモバイルなど様々なプラットフォームにおいてゲームの開発も行っております。 
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Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ Ａｇｅｎｃｙ 
SIPA（ソフトウェア産業推進協会）は、タイ情報通信技術省下の組織であり、タイ・ソフトウェア産業とデジタ
ルコンテンツの推進と援助に対し責任を担っています。コンピューターゲームおよびゲーム関連ソフトウェア
は、ここ数年消費者と開発者達の両方の立場から持続的な成長が著しいタイ・デジタルコンテンツ産業の基
幹部門です。SIPA はタイ国内のゲーム開発者や制作者のみならず、グローバル市場へ持続的にゲームコ
ンテンツ品質のサポートと宣伝活動をしていくことをお約束いたしますとともに、ＴＧＳ２００７の参加者の方々
に国際競争に対抗できる弊社及び我々の製品とサービスの質をご理解していただけると信じております。 

台湾ゲーム館（ＴＡＩＴＲＡ） 

Mega Entertainment Co., Ltd 
ＴＧＳ２００７会場中では当社開発のアーケード連動オリジナルネットゲーム「PARSE RORUNPE～空舞魔導
陣～」(ジャンル:Online ASLG)が遊べる状態（体験版）で参考展示。それ以外、ブースには自社開発の運行
中ネットカジノゲームを参考展示。会談スペースも用意しております。自社製ゲームの日本展開パートナー
を探しておりますので、是非お越しください。【MEGA ENTERTAINMENT Co.,Ltd.】 

【イベント】 

日時：９月２０日（木）～２３日（日）１０：００～１７：００ 毎時３０分につき体験会１回開催 
名称：いきなり魔術師気分！PARSE RORUNPE！ 
内容：自社製アーケード連動ネットゲーム「PARSE RORUNPE～空舞魔導陣～」体験会。コントロールやゲー

ムシステムを実演で紹介します。 

ＵｓｅｒＪｏｙ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． 
今回の主役は日本でサービス展開する予定の三国群英伝オンラインです。三国群英伝オンラインは台湾だ
けではなく、中国、タイ、ベトナムでサービスを提供し、ユーザーに好評を得ており、現在の会員規模は３００
万人にも達しました。世界では同時に１８万人のユーザーがオンラインでゲームを楽しんでいます。これから
もより広いユーザーが楽しめるよう、今度は日本でもサービス展開したいと思います。どうぞお楽しみに！！

台湾ゲーム館（ＴＨＣＡ） 

Ｊｏｙｍａｓｔｅｒ Ｉｎｃ． 
ジョイマスターは、台湾の主なケータイゲーム開発会社の中でリーダー的存在です。当社は、Java ゲーム
のディベロップメントと、世界的に有名なブランドゲーム会社と協力するの二つの分野に関する事業を行って
います。 

Ｕｎａｌｉｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． 
当社の主要出展内容は、３種類のカジュアルオンラインゲームです。 
 
1.Tapa Online（タパ  オンライン） 

今まで格闘オンラインゲームと比べて、綺麗なグラフィック、インタラクティブマップ、コミュニティーツール、
RPG のような技能制とリクエストなど特徴がありますが、リアル・タイム・ラウンド制で楽しめます。 

 
2.Tea Time Online（ディータイム オンライン） 

女性に向こうゲームプラットホームです。簡単に、短い時間で、ストレス解消を最適です。画面は明るい色
系を採用し、細緻なデザインで快適な雰囲気を作ります。ただ今、五つゲームを用意しています。 

 
3.“ケロロ軍曹”PC ゲーム三本：“ペコポン侵略大作戦”、“大競技”、“五人チームの突撃”、台湾でも香港で

も大人気の商品です（参考出展）。 

ＸＰＥＣ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ Ｉｎｃ． 
ゲーム開発を専念するエクスペックは 2000 年から設立、十数自社ブランドの家庭用ゲーム機タイトル（Ｘｂｏｘ
３６０、Ｘｂｏｘ、ＰＳ３、ＰＳ２、ＧａｍｅＣｕｂｅ、ＰＳＰ、ＤＳ）、ＭＭＯＲＰＧを全世界にリリース。これまで蓄積した
経験を生かし、アートやグラフィックデザインの委託に対し、他の同業者と比べ、遥かに高いクオリティサービ
スを提供することにより、全世界にクライアントが存在し、特にトップテンに入れる大手パブリシャーを数多く
抱えています。上海、北京、蘇州、台北にそれぞれの製作開発拠点を設置。熟練な技術と中国市場の熟知
というメリットを生かし、これまで十数件の国際提携案を成功させてきており、今後も前向きで積極的な姿勢
で、より沢山の楽しみを皆様に提供することを心がけて行きたいと思います。 

タカラトミー 

今年のタカラトミーブースはバラエティ豊か！！人気キャラクターのナルトやリボーンは対戦バトルで盛り上
がる！人生ゲームでファミリーも楽しめる！リカちゃんやシュガーバニーズで女の子も大満足！人気急上昇
中のポケモンバトリオももちろんあるぞ！ 
【イベント】 

日時：９月２２日（土）・２３日（日） 
名称：ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 激闘忍者大戦！ＥＸ トーナメントバトル大会 
内容：「激闘忍者大戦！」 のバトル大会が今年も開催！Ｗｉｉでなりきり奥義を繰り出しライバルと戦え！鍛

え上げたウデを試すチャンス！ 

日時：９月２２日（土） 
(フレイムランブル 開炎 リング争奪戦！ トーナメントバトル大会と合わせての実施) 
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名称：家庭教師ヒットマン REBORN! 声優トークショー 
出演：ニーコさん（リボーン役）と國分優香里さん（沢田綱吉役） 
内容：アニメ「家庭教師ヒットマン REBORN!」で活躍中のニーコさん（リボーン役）と國分優香里さん（沢田

綱吉役）をお招きしてのファン必見のトークショー！ 

日時：９月２２日（土）・２３日（日）  
名称：家庭教師ヒットマン REBORN! DS フレイムランブル 開炎 リング争奪戦！ トーナメントバトル大会 
内容：２人～４人対戦でのトーナメントバトル大会開催！ 

日時：９月２２日（土）・２３日（日） 
名称：ポケモンバトリオ トーナメントバトル大会 
内容：人気急上昇中の「ポケモンバトリオ」！トーナメントバトル大会開催！  

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、いよ
いよＷｉｉでも発売となる「SIMPLE シリーズ」、乙女ゲームシリーズなど注目のソフトを多数展示いたします。
また例年通り各種イベントも多数とりおこなう予定ですので、皆様ディースリー・パブリッシャーブースに是非
お越しください。  

Ｄ４エンタープライズ 

レトロゲーム配信サービス「ＥＧＧ」、１チップＭＳＸ、ＷｉｉＭＳＸコンテンツ等の展示。 

テイジイエル企画 

2007 年 10 月 25 日発売予定の『バルドバレット イクリブリアム』の最新情報や、ブースへ来てくださった方へ
のノベルティをご用意しております。是非お立ち寄りください。 
【イベント】 

日時：９月２０日（木）～２３日（日） 終日開催 
名称：ノベルティー配布 
内容：ブースへ来てくださった方へノベルティの配布を行います。是非お越しください。 

デジタルワークスエンターテインメント 

弊社ブース内では、今冬発売予定のニンテンドーDS 専用ソフト「１３歳のハローワーク DS」を展示いたしま
す。その他にも、弊社携帯ゲームサイト「ゲームワールド」で配信されている新作ゲームも展示いたします。
また、４月に発売されたニンテンドーDS 専用ソフト「頭の回転のトレーニング ルービックキューブ＆超有名
パズルたち」を使ったルービックキューブ大会や、「１３歳のハローワーク DS」の紹介イベントを開催する予定
です。ゲーム体験コーナーも設置し、お楽しみ要素が盛り沢山のブースとなっておりますので、是非ご来場く
ださい！ 

【イベント】 

日時：９月２２日（土）・２３日（日） １０：００～１６：００ 
名称：１３歳のハローワークＤＳ紹介イベント 
出演：未定 
内容：職業の擬似体験を行いながら、ＤＳソフト「１３歳のハローワークＤＳ」を紹介していく。 

日時：９月２３日（日） １０：００～１６：００ 
名称：ＤＳルービックキューブ大会 
出演：未定 
内容：ニンテンドーＤＳ専用ソフト「頭の回転のトレーニング ルービックキューブ＆超有名パズルたち」を使

ったルービックキューブ早解き大会。 

ｔｒｉｐｌｅ ａ 出版 

新ユニットＤＯＬＬＹ ＧＩＲＬＳ （ドーリーガールズ）やＤＧＲＱ（２００７ＧＴレースクイーン）が参加します。 
ゲーム業界に新風を巻き起こしていきたいと思っています。よろしくお願いします。 

東京国際アニメフェア 2008 

２００８年３月２７日（木）～３０日（日）に開催、「東京国際アニメフェア２００８」のプロモーションを行います。 

日本 E スポーツ協会設立準備委員会 

日本 E スポーツ準備委員会 PR 及び企業会員・個人会員の募集等 

ハドソン 

Ｗｉｉで 10 種目のスポーツが楽しめるアクションスポーツゲーム「デカスポルタ（※）」、マルチプレイ ARPG の
金字塔「ダンジョンエクスプローラー」の完全新作、新作ソフトの体験と、豪華ゲストによるステージを予定 
※北米、欧州版のタイトルは未定。 

【イベント】 

日時：９月２０日(木)  １１：３０～１２：００、１６：００～１６：３０ 
名称：デカスポルタ 日本代表バトル！ 
出演：前園真聖（元サッカー日本代表）、高橋名人 
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内容：元サッカー日本代表の前園真聖氏を招き、Ｗｉｉの新作スポーツパーティーゲーム「デカスポルタ」を
紹介するステージ。 

日時：９月２０日(木)  １３：３０～１４：００ 
名称：デカスポルタ 人気者バトル！ 
出演：ガチャピン＆ムック、高橋名人 
内容：ガチャピン＆ムックを招き、Ｗｉｉの新作スポーツパーティーゲーム「デカスポルタ」を紹介するステー

ジ。 

日時：９月２０日（木） １４：４５～１５：００ 
９月２１日（金） １２：００～１２：３０、１４：００～１４：３０、１５：１５～１５：４５ 
９月２２日（土） １２：００～１２：３０、１４：００～１４：３０、１５：１５～１５：４５ 
９月２３日（日） １２：００～１２：３０、１５：１５～１５：４５ 

名称：デカスポルタ グラビアアイドルバトル！ 
出演：愛川ゆず季（２１日、２２日）、岩根あゆこ（２０日、２３日）、ＴＵＴ（２３日）、高橋名人 
内容：愛川ゆず季さんほか、グラビアアイドルを迎え、Ｗｉｉの新作スポーツパーティーゲーム「デカスポル

タ」を紹介するステージ。 

日時：９月２０日（木） １２：３０～１３：００／９月２３日（日） １３：００～１３：３０ 
名称：ガチャピン日記ＤＳ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｓｔａｇｅ！！ 
出演：ガチャピン＆ムック、高橋名人 
内容：ガチャピン＆ムックを招き、ＤＳ「ガチャピン日記ＤＳ」を紹介するステージ。 

日時：９月２２日（土） １３：００～１３：３０ 
名称：エレメンタルモンスター Special Stage！！ 
出演：人気イラストレーター、高橋名人 
内容：イラストレーターの日野慎之助氏を招き、ＤＳ「エレメンタルモンスター～五柱神の謎」を紹介するステ

ージ。 

ＨａｐｔＸ 

HaptX は、3D ナビゲーションをゲーマの触覚と一体化させたゲーム開発者のための最先端触覚ミドルウェア
のソフトウェアです。複合反動、爆発、粘着性などの３D 効果をゲーマに体感させるグラフィックスやフィジック
スソフトウェアを途切れなく統合します。また、表面の質感や重量など、ゲーム内の物体の特徴をゲーマに
体感させてくれます。 

ＢＧＩｎ 

ＢＧＩｎとオランダパビリオンは、Ｂｅｎｅｌｕｘ Ｇａｍｅ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅとオランダ大使館のジョイントによって生まれ、
オランダの団体と会社を今年の東京ゲームショウで紹介します。今年のブースはそれほど大きくはないです
が、オランダの約１５団体が出展します。今回の出展は２００８年への大規模な出展を展望したものです。出
展内容については、info@bgin.org へメールください。ＢＧＩｎについては、ビジネス、教育、コミュニティの分野
におけるベルギー、オランダ、ルクセンブルグのゲーム開発者を代表する団体です。また、ヨーロッパゲーム
開発者の統括団体である EGDF（ヨーロッパゲーム開発基金）の設立メンバーでもあります。 

バンダイナムコゲームス／バンプレスト 

バンダイナムコゲームス・バンプレストブースでは、“夢・遊び・感動”をお客様に提供する為に「お客様とつな
ぐ夢・遊び・感動」をテーマにブース展開を行います。会場では、お客様とブースをつなぐ橋をイメージしたシ
ンボリックな造形のブリッジとブース中央の大型映像と光るメインゲートでお客様をお迎えします。光るメイン
ゲートをくぐるとそこには、バンダイナムコゲームス・バンプレストの世界。 

“夢・遊び・感動”をお客様に持ち帰っていただきます。 

【イベント】 
Ｄａｔｅ：Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ ２１, ２００７ Ｆｒｉｄａｙ １０：００ＡＭ ｏｐｅｎ：１０：３０ＡＭ ｓｔａｒｔ－１２：３０ＰＭ 
Ｅｖｅｎｔ：Ｏｖｅｒｓｅａｓ Ｐｒｅｓｓ Ｈｏｕｒ 
Ｄｏｎ’ｔ ｍｉｓｓ ｏｕｒ ｓｔａｇｅ ｅｖｅｎｔ ｗｈｅｒｅ ｗｅ ｗｉｌｌ ｉｎｔｒｏｄｕｃｅ ｏｕｒ ｎｅｗ ｔｒａｉｌｅｒｓ ＋ ｅｘｃｉｔｉｎｇ  

２００７／２００８ｌｉｎｅｕｐ！ Ｉｎｔｅｒｐｒｅｔｅｒｓ ｗｉｌｌ ａｌｓｏ ｂｅ ａｖａｉｌａｂｌｅ ｔｏ ａｓｓｉｓｔ ｉｎ ｔｈｅ ｋｉｏｓｋ  
ａｒｅａ ａｆｔｅｒ ｔｈｅ ａｔａｇｅ．Ｐｒｅｓｓ ｋｉｔｓ ａｒｅ ｌｉｍｉｔｅｄ，Ｐｌｅａｓｅ ｊｏｉｎ ｕｓ！ 

日時：９月２２日（土）・２３日（日） 時間未定 
名称：ガンダム スペシャルステージ（仮） 
出演：弊社タイトルプロデューサー 
内容：新作タイトルを、スペシャルゲストと担当プロデューサーが紹介。 

日時：９月２２日（土）・２３日（日） 時間未定 
名称：やっぱり！「テイルズ オブ」 
出演：弊社タイトルプロデューサー・「テイルズ オブ」シリーズ声優 
内容：「テイルズ オブ イノセンス」他、シリーズタイトルを紹介。声優を交えてのスペシャルトークやクイズ

等を実施。 

日時：９月２２日（土）・２３日（日）  
名称：ソウルキャリバー スペシャルステージ（仮） 
出演：弊社タイトルプロデューサー 
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内容：Ｗｉｉ「ソウルキャリバーレジェンズ」紹介＆体験ステージ。映像とプレイ実演でゲームの魅力をあます
ところなく大紹介！ 

フジワーク 

プレイステーション２・３用周辺機器、各種コントローラーの試遊、任天堂ＤＳ Ｌｉｔｅ用ポーチ、Ｗｉｉ用充電池、
その他周辺機器 

Ｐｒｉｍｅ Ｓｅｎｓｅ 

プライムセンスは飛躍的に低価格な３Ｄキャプチャリング・デバイスを開発しています。このデバイスはテレビ
のスクリーンやモニターに組み込まれ、リアルタイムで高いフレーム率を持つ高解像度の３Ｄキャプチャーを
生み出しています。プライムセンスの技術は次世代ビデオゲームの体感を実現します。 
１．今までにない豊かで多岐にわたる没入型ゲーム体験 
２．従来型ゲーマに限らずどなたでも体験 
３．アクティブでフィジカル、また自然な感じでおもしろい体験 
イベント実施 

プラネックスコミュニケーションズ 

インターネット対戦できない人気ゲームソフトをパソコンとネットワーク機器を使うことにより協力プレイや対
戦プレイを可能にしたり、ネットワーク機器とゲーム機を連携しての楽しみ方のご案内、新しいゲーム対応ネ
ットワーク機器のご紹介をします。リビングの中心的な存在になりつつあるゲーム機の様々な利用方法をご
案内します。 

ブロッコリー 

●展示コーナーでは、ＰＳ２専用ゲーム恋愛アドベンチャー＋３Ｄリアルタイムシミュレーション「ギャラクシー
エンジェル II 無限回廊の鍵」とＰＳ２専用ゲーム不条理アドベンチャー「最終試験くじら-Alive-」を中心に、不
朽の名作「Ｄ．Ｃ．～ダ・カーポ～」がＰＳ２で蘇る「Ｄ．Ｃ．～ダ・カーポ ｔｈｅ Ｏｒｉｇｉｎ～」を初お披露目！新作
タイトルをお楽しみください！ 

プロトタイプ 

男性向けから女性向けまで、あらゆるジャンルのキャラクターゲームを、ＰＳ２から携帯電話まで多様なマシ
ンで展開中！また、ＰＳＰやＦＯＭＡ、ＳｏｆｔＢａｎｋ３Ｇをお持ちの方には、会場限定のレア待ち受け画像などを
プレゼント！ほかにも、発売済みの当社タイトルの取扱説明書をブース受付までお持ちいただいた方には、
これも会場でしか手に入らない素敵なプレゼントをご用意しています！ 

マーベラスエンターテイメント 

参加2年目となるマーベラスブースは、話題作・意欲作を惜しみなく投入した充実のラインナップでお迎え。と
くにＷｉｉは『ノー・モア☆ヒーローズ』『ＰｒｏＪｅｃｔ O』（仮称）、そして驚きの完全オリジナル新作まで堂々お披
露目予定。DS も『ルーンファクトリー2』はもちろん、人気作続編や完全新作 ADV を発表＆プレイアブル出
展。豪華声優陣そろい踏みのステージイベントもお見逃しなく！ 

マイクロソフト 

マイクロソフトブースでは、今年末までに発売されるＸｂｏｘ ３６０の素晴しいタイトルを遊ぶことができます。
またブース内のイベントステージでは、イチオシのタイトルでのチーム対戦イベントなども行います。お楽しみ
に！ 
【イベント】 

日時：９月２０日（木）～２３日（日） 時間はブース内のスケジュールボードをご確認ください 
名称：ロストオデッセイ イベント 
内容：今年年末に登場する超大型 RPG タイトル『ロストオデッセイ』のイベントです。本作の見どころや世界

観などをゲームプレイ画面を通してお見せします。 

日時：９月２０日（木）～２３日（日） 時間はブース内のスケジュールボードをご確認ください 
名称：Halo 3 対戦バトルイベント 
内容：全世界で 1500 万本以上を売り上げた Halo シリーズの最新作『Halo 3』をつかったチーム対戦イベン

トです。『Halo 3』の新しい機能を駆使し、白熱するチーム対戦に期待！ 

日時：９月２０日（木）～２３日（日） 時間はブース内のスケジュールボードをご確認ください 
名称：ACE COMBAT 6 対戦イベント 
内容：Ｘｂｏｘ ３６０専用タイトルとして１１月１日に発売される『ＡＣＥ ＣＯＭＢＡＴ ６』のマルチ対戦イベント

です。迫力あるグラフィックと素晴らしいゲーム性に圧巻すること間違いなし。 

日時：９月２０日（木）～２３日（日） 時間はブース内のスケジュールボードをご確認ください 
名称：ビューティフル塊魂 イベント 
内容：Ｘｂｏｘ ３６０専用タイトルとして１０月１８日に発売の『ビューティフル塊魂』のイベントです。「誰がビュ

ーティフルな塊魂を作ることができるか！？」を競うイベントです。 

モリゲームズ 

ご好評をいただいている「ストレッチタッチペン」と、7 月 27 日発売の「スマートタッチペン」のご紹介だけでな
く、ニンテンドーＤＳ Ｌｉｔｅのサポートグッズとしての新ブランドをご紹介させていただきます。 
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ユードー 

■■ Ｙｏｕ ｄｏ！ ■■ 
はじめてのゲームショウ出展となるユードー。 
ゲーム機からモバイル、書籍まで、今年発売のラインナップを一挙公開。人間の永遠のテーマである『健康』
と人と世界を繋げるコトバ『音楽』を柱に、カラダがよろこぶエンタテインメントを発表します。 

レベルファイブ 

１１月２９日（木）に発売予定のレイトン教授シリーズ第 2 弾「レイトン教授と悪魔の箱」と、今冬発売予定の収
集・育成サッカーRPG「イナズマイレブン」の 2 タイトルを出展。ブースは直径約２２ｍの回転する巨大看板が
目印となっています。ブース内イベントステージでは、2 つの新作タイトルのプレゼンテーションをご覧いただ
いた方に、「イナズマイレブン体験版」と「レイトン教授とロンドンの休日（オリジナルミニストーリー）」が入っ
た、特別限定版ニンテンドーＤＳソフト「ＬＥＶＥＬ５ ＰＲＥＭＩＵＭ ＳＩＬＶＥＲ」と「イナズマイレブン 青春のスパ
イク（携帯マスコット）」をプレゼントいたします。 
【イベント】 

日時：９月２０日（金）～２３日（日） １０：００～１７：００の間、毎時２回程度開催予定 
名称：未定 
出演：未定 
内容：新作ソフトの魅力を紹介するプレゼンテーションを実施。観覧者には特別限定版ニンテンドーＤＳソフ

トと「イナズマイレブン」携帯マスコットを無料配布。 

Ｒｏｌｌｉｎｇ Ｋｏｎｃｅｐｔ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 

地球上で最も魅力的なのは誰でしょう。あなたかもしれません。Rolling Koncept Innovationは自信をもって、
世界初魅力度評価ゲーム"Charm Detector"を発表します。最先端技術であなたの顔を分析、あなたがいか
に魅力的かを教えてくれます。また、IQ と恋愛運までもランク付け。ぜひ私たちのブース 6-N6 へ来て、
"Charm Detector"を体験してみてください。 

 

【モバイルコンテンツコーナー】 

アンビション 

新作アプリ『ワールドアイスランジスタ』の試遊台をメインに、現在大人気配信中の『ネバーワールドオンライ
ン』を初め、新シリーズのシミュレーションアプリ『ネバーワールドストラテジー』アクションパズルアプリ『ネバ
ーワールドあみぱに DX』の試遊台を多数設置。 
さらに、ゲームショウ限定『ワールドアイスランジスタ』の世界を表現したジオラマと、その世界の中にあるもう
ひとつの世界を忠実に再現したジオラマを公開。また、ネバーワールドストラテジーに登場する BI（バイオイ
リュージョン）のフィギュアも細部にこだわった職人により忠実に再現し大公開！ 

【イベント】 

 日時：９月２２日（土）・２３日（日） 時間未定 
 名称：あみぱにＤＸハイスコア選手権 
 出演：一般参加者 
 内容：アクションパズルゲーム『ネバーワールドあみぱに DX』の通信対戦を使い、参加者同士で戦いあう

対戦形式のイベントです。 

日時：９月２２日（土）・２３日（日） 時間未定 
名称：ワールドアイスランジスタモンスター討伐イベント『かげなしボンブブン』 
出演：一般参加者 
名称：クリエイティブＲＰＧオンライン『ワールドアイスランジスタ』を使い、モンスターが出現しつづける特別

マップにて、制限時間内でどれだけモンスターを倒せるか競い合う討伐イベントです。 

INTERSAVE CO.,LTD. 

インターセーブ(株)は韓国の発達した情報通信インフラを基盤としてオンラインゲームパブリシング会社とし
て事業を始めました。今は個人業務用ホームページ、電子商取引基盤ウェーブソルーションを提供するまで
成長してきました。最近、日進月歩する情報通信技術とそれらによって生まれる新しい未来に備えてモバイ
ルゲーム開発に着手し、来るユビキタス時代の先駆者になるため絶えず、変化を続けています。 

ガーラモバイル 

ＰＣでＭＭＯＲＰＧのラペルズを展開している株式会社ガーラの子会社である当社が、ａｕ向けにサービスを
提供している最大４人が完全リアルタイムに対戦可能なハイクオリティ３Ｄレーシングゲーム、パタタ★グラン
プリを、ドコモ向けに２００８年１月よりサービス提供予定の３Ｄネットワーク通信型ＲＰＧフリフオンラインモバ
イルをお試しいただけます。 

クリエイティブ・ブレイン 

弊社より好評配信中の「トリトーン mobile」、そして新作のアクション RPG「ドラコデア」などのご紹介と体験プ
レイを行っていただけます。その他にも、次回作のご紹介も予定しておりますので是非お立ち寄りください。 
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KEMCO 

今秋のケムコラインナップを一挙公開！！ 
最新タイトルから超目玉タイトルまで、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。 

ゲームロフト 

ゲームロフト社は世界７６カ国にケータイアプリを配信するグローバル企業です。ブースではその中でも選り
すぐりのコンテンツを大々的にフィーチャーします。 
i モード、EZweb、Yahoo!ケータイ向けのホットなニュータイトルをご紹介！ 
実際携帯電話を手に取って楽しんでいってください！ 

ジー・モード 

携帯電話で遊べるゲームを４００種類以上取り揃えるジー・モードのブースには魅力的な情報が満載！ＰＣ
版で大人気の「ラグナロクオンライン」が携帯電話で遊べる「ラグナロクオンライン GAMES」の限定情報をＧＥ
Ｔできたり、プレイステーション２で大人気だった美少女ゲームの携帯版が初公開されちゃいます。また、ジ
ー・モードオリジナルの本格的シナリオ RPG「フライハイトクラウディアシリーズ」や魔法合成 RPG「マジカルフ
ァンタジスタ３」、Yahoo!動画やコミックにもなって大好評配信中の恋愛シミュレーションゲーム「ケータイ少
女」なども体験可能！更に人気雑誌モデルやグラビアタレントによるイベントも開催予定と盛り沢山の内容で
お待ちしておりますので是非ブースに足を運んでください！ 
【イベント】 

日時：９月２０日（木） １５：００～（予定） 
名称：「ケータイ少女」実写ドラマ化発表会 
出演：石井めぐる(タレント)、仲村みう(タレント)、しほの涼(タレント)、 

竹中有希(タレント)、小池里奈（タレント） 
内容：「ケータイ少女」実写ドラマに出演決定！人気急上昇中のグラビアタレントによるトークショー＆発表

会を開催！ 

日時：９月２０日（木）～２３日（日） １４：００～（予定） 
名称：人気の女子中学生雑誌モデルによるテトリス大会 
出演：坂田梨香子（雑誌「ラズベリー」モデル）、安倍エレナ（雑誌「ピチレモン」モデル）、高屋敷彩乃（雑誌

「ニコラ」モデル）、栗林里奈（雑誌「Ｈａｎａ＊Ｃｈｕ→」モデル） 
内容：ジー・モードのＣＭにも登場中のカリスマ女子中学生モデルによるテトリス大会！イベントに来場され

た方にはプレゼントもあり♪ 

日時：９月２０日（木）～２３日（日） 時間未定 
名称：「ラグナロクオンライン GAMES」開発者トークショー 
出演：谷口敦（ゲーム開発担当）、榎本和生（ゲーム開発担当） 
内容：「ラグナロクオンライン GAMES」開発担当者らによるトークショー。開発秘話や新発表ネタを聞けるか

も！？ 

日時：９月２３日（日） １５：００～（予定） 
名称：「ケータイ少女」声優陣トークショー 
出演：寺田はるひ（声優）、名塚佳織（声優）、長木一記（開発プロデューサー） 
内容：「ケータイ少女」開発プロデューサーと出演声優によるトークショー。人気の声優さんに会えるレアな

チャンス！ 

シールズ 

自社で運営する EZWeb 公式サイト 『モアキャラ☆ゲームＤＸ』 『極★プチゲー』 にて配信されている Flash
ゲームを中心に紹介しています。また好評配信中の全キャリア対応電子コミック 『にくきゅうプリンター』 も
同時に紹介してい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できます。是非お立ち寄りください。 

スパイシーソフト 

今年もケータイアプリ No.1 ポータルサイト『アプリ★ゲット』が東京ゲームショウに登場！ケータイアプリの魅
力をお伝えします！！ 日々生み出されているケータイアプリの面白さ、素晴らしさを会場で実際に体験して
ください。ハイレベルなクリエーターアプリが楽しめます！ さらに、一般クリエーターさんの作ったゲームアプ
リの大会も開催！ 気軽にできる面白いゲームばかりですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。 

【イベント】 

 日時：９月２２日（土）・２３日（日） 
名称：アプリ★大会～クリエーターアプリで盛り上がれ～ 
内容：サイト「アプリ★ゲット」で配信しているクリエーターアプリを使ったアプリプレイ大会を開催します。も

ちろん参加は無料！目指せハイスコア！たくさんの参加をお待ちしております。 

日時：９月２２日（土）１４：００～１５：００の間の１時間 
名称：オープンアプリ・ゲームコンテスト表彰式 
出演：コンテスト受賞者 
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内容：２００７年３月に実施されたオープンアプリ・ゲームコンテストにて受賞されたクリエーターを迎えての
表彰式を行います。あのアプリの作者さんに会える！！ 

そらゆめ 

株式会社そらゆめが提供するハイクオリティ・ケータイゲーム、次回作・話題作の紹介を行います！また、株
式会社パクレゼルヴと共同で企画・開発・提供を行う無料ゲームの紹介も予定。 

ニンジャスタジオ 

ニンジャスタジオは携帯型ゲーム機とモバイルコンテンツの企画・開発・携帯公式サイトの運営を行っている
会社です。 
■出展ゲームソフト■ 
・任天堂 DS 向けソフト『降魔霊符伝イヅナ弐』初公開！ 

試遊台もご用意しております。記念ノベルティも配布します。 
・オンライン対戦型モバイルコンテンツ『コスプレタクティカル』 

その他にも、多数のモバイルコンテンツをご用意しております。 
■イベント■ 

『萌えっ子通り』でおなじみの人気イラストレーター【獅乃りおん】先生のサイン会を開催いたします。 
『降魔霊符伝イヅナ』シリーズでおなじみの人気イラストレーター【吉田音】先生のサイン会を開催いたしま
す。 
当日、会場には大変な混雑が予想されますのでご注意ください。 

日時：９月２２日（土） １４：００～１５：００ 
名称：サイン会 
出演：吉田音 
内容：任天堂ＤＳ『降魔霊符伝イヅナ』シリーズのキャラクターデザイナーによるサイン会を行ないます。当

日、会場で書籍を購入していただきます。 

日時：９月２３日（日） １４：００～１５：００ 
名称：サイン会 
出演：獅乃りおん 
内容：携帯公式サイト『萌えっ子通り』にてアプリ配信中の『雪の降る時に』の雪南ちゃん・『育て！ネットあ

いどる』の月ちゃん等のキャラデザイナーによるサイン会を行ないます。当日、会場で書籍を購入して
いただきます。 

メディア・マジック 

メディア・マジックブースでは公式携帯サイトでの掲示板などを管理するサポートツール「コミュニティキーパ
ー」を出展！さらにコンテンツマネージメントシステム「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，ＳｏｆｔＢａｎｋ）」を紹
介！来場者限定プレゼントやサイト上特別コンテンツをご用意して皆様のご来場をお待ちしております☆ 

ユビテクノ 

ユビテクノ運営コンテンツ大集合！！あの未発表機種をアプリ先行配信！！ 

【イベント】 

日時：９月２０日（木）～２３日（日） １４：００～１５：００ 
名称：触っちゃお！ 
出演：プラっちゃおガールズ 
内容：プラっちゃおガールズとの握手会 

日時：９月２３日（日） １６：３０～ 
名称：もっと触っちゃお！ 
出演：プラっちゃおガールズ 
内容：プラっちゃおガールズとの写真撮影会 

日時：９月２２日（土）・２３日（日） １１：００～１１：３０、１５：００～１５：３０、１６：００～１６：３０ 
名称：激アツ！！大抽選会 
出演：未定 

 

【キッズコーナー】 

KDDI 

KDDIブースでは、au ケータイでお子様にもお楽しみいただける期待の新作ゲームや人気ゲームを多数展示
いたします。是非 KDDI ブースにお立ち寄りください。 

コーエー 

コーエーのキッズコーナーでは、オリジナルの新作２タイトルを出展。 
まずは、かわいいモンスターを操作してステージ上のすべての物を食べ尽くす新感覚の食べまくりアクション
「GABU★GABU プラネット」。敵モンスターとの食べまくり競争に見事勝利してください。そして、Ｗｉｉヌンチャ
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クのみのらくらく操作が可能なオリジナルＲＰＧ「オプーナ」。プレイヤーは、「オプーナ」になりランドロール星
でさまざまな人々と触れ合いながら成長していきます。ヌンチャクのスティックをはじいて戦う戦闘シーンもお
楽しみください。ブースでは、特製キャラクターシールをご用意していますので、ぜひプレイしに来てください。

セガ 

キッズコーナーではアーケード版「古代王者 恐竜キング」、ニンテンドーDS 用ゲームソフト「古代王者 恐竜
キング 7 つのかけら」、Wii 用ゲームソフト「ドラえもん Wii ひみつ道具王決定戦！」、そしてニンテンドーDS
用ゲームソフト「夢ねこ DS」を出展するぞ！「古代王者 恐竜キング 7 つのかけら」をプレイしてくれた人には
“「古代王者 恐竜キング 7 つのかけら」特製ステッカー”をプレゼントするぞ。みんなキッズコーナーのセガ
ブースに集まれ！！ 

バンダイナムコゲームス 

バンダイナムコゲームスブースでは、「お客様とつなぐ夢・遊び・感動」をテーマにブース展開を行います。宝
箱を開けるとそこにはバンダイナムコゲームスの世界。 
お客様の笑顔と交換に“夢・遊び・感動”をお客様に持ち帰っていただきます。 

【イベント】 

日時：９月２２日（土）・２３日（日） 
名称：はねるのトびら Wii ギリギリッス ゲーム大会 
内容：フジテレビ 水曜日のヨル７時５７分から放送中の大人気番組『はねるのトびら』のコーナー“ギリギリ

ッス”をゲーム化！楽しい司会によるゲーム大会。出演してくれた方には、プレゼントがあるよ！ 

日時：９月２２日（土）・２３日（日） 
名称：みんなで遊ぼう！ナムコカーニバル ゲーム大会 
内容：「ワニワニパニック」他楽しいゲームがたくさん詰まった「みんなで遊ぼう！ナムコカーニバル」。テー

マパークに遊びに行くように気軽に遊びにきてね！ 

マイクロソフト 

マイクロソフトブース（キッズスペシャル）では、漫画家の鳥山明さんがキャラクターデザインを手がけ、ファイ
ナルファンタジー シリーズの生みの親である坂口博信さんがプロデュースした RPG『ブルードラゴン』と、
芝、木、家、花、池などを使って自分の思い通りの庭を作り、その中でカラフルなピニャータたちを育てるシミ
ュレーションゲーム『あつまれ！ピニャータ』を手にとって遊ぶことができます。お楽しみに！ 

 

【ゲームスクールコーナー】 

アーツカレッジヨコハマ 

学生作品を展示しています。 
展示ゲーム内容 
・対戦通信アクションゲーム 
・通信レースゲーム 
・宝探しゲーム 
・アクションゲーム 
ブース来場者にはミニライトプレゼント！！（先着１００名）、「イラストうちわ」の配布も行います。 

ACADEMY OF ART UNVERSITY 

ぜひアカデミー・オブ・アートにお越しください。卒業生と直接会って、夢を実現できる秘訣を知る滅多にないチ
ャンスです。我々は、優れた専門教育で業界に精通する就職希望者を生み出しています。アニメ／ビジュア
ル・エフェクトからファッション・デザインまで幅広い分野に、卒業生を輩出してきました。また、我が学校は 13
という広域な学術分野のみならず、インターンシップ等を含めたESLコースや授業サポート、キャリアサービス
も行っております。講師陣も一流企業の専門家で、その 80%以上は院卒です。現在、我が卒業生は Lucas 
Arts や Sony などの優良企業に就職しています。 

麻生情報ビジネス専門学校 

５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Ｊａｖ
ａ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。 

穴吹カレッジグループ 

祝、初出展！！ 穴吹カレッジグループは、中四国地区に広がる専門学校を核とする総合教育グループで
す。今年は、穴吹コンピュータカレッジ（香川県高松市）、専門学校穴吹カレッジ（徳島県徳島市）、穴吹コンピ
ュータ専門学校（広島県福山市）、穴吹デザイン専門学校（広島県広島市）、以上４校の卒業生作品を中心に
展示いたします。２Ｄ／３Ｄのゲームやムービー、及びそれらのポスターなどを厳選して展示しています。実際
に見て、触って、穴吹の作品を体感してみてください。 
穴吹カレッジグループのブースにお立ち寄りください！ 
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ECC コンピュータ専門学校 

１１００名の学生から選ばれた、ゲームプログラム作品を３点公開いたします。各作品とも短期間かつ単独で
制作したものであり、その技術はゲーム制作会社に就職しても通用すると自負しております。ぜひ、足を運ん
で、彼らの可能性を感じ取ってください。 
・Awaking Arms 
プログラムでは困難な技術の一つである「壊す」をいかに違和感なく見せられるかに注目。 

・Cat Story 
６ヶ月という短期間で、キャラクターの作成、ライティング（照明）、カメラワーク、サウンド製作を一人で行い
ました。 

・CAGAMARIA STRIKE 
戦闘シーンの迫力が魅力。敵の弾を紙一重でかわしながら、反撃するハラハラドキドキ感を存分に感じる
ことができます。 

WiZ 国際情報工科専門学校 

WiＺ国際情報工科専門学校はゲーム関連の専門学校として福島県下最大規模を誇り、東京ゲームショウへ
の出展は今年で７年目。東北圏で最も歴史があります。今年もより一層レベルアップした学生作品を出展し、
ブースの規模もそれに見合って過去最大の規模になっております。多数の来場をお待ちしておりますので、よ
ろしくお願いいたします。 

ＮＣＣ新潟コンピュータ専門学校 

今年もやって来ました！ＴＧＳ常連校の新潟コンピュータ専門学校です。１からソフトウェアを構築する能力を
育成し、多彩な選択コースによる充実したカリキュラムと、Xbox360、プレステといった専用機開発、携帯電話
など開発プラットフォームを問わず作品を作れる人材を育てます。また、長年培ったゲーム業界との太いパイ
プによるインターンシップや、株式会社バンダイナムコゲームス様をはじめとした業界の方々による講演も実
践しております。 

大阪電気通信大学 デジタルゲーム学科 

日本の大学で初のゲームの学科「大阪電気通信大学 総合情報学部 デジタルゲーム学科」のブースです。
デジタルゲーム学科では、ゲーム制作に必要な基礎やプログラマ、グラフィックデザイナ、プランナ、プロデュ
ーサ等に必要な専門知識や技術を学ぶ事ができます。また、基礎をしっかり学べるので、WEB 全般、宣伝、
商品企画などの分野にも、学んだ事を活かせます。ブースでは学科内のゲームコンペで選ばれた作品を展
示しています。  

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。
ブース内にこれらのゲームを体験できる試遊台を設置し来場の皆様に試遊していただけます。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コースとして 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。学生達が制作した 3D・２Ｄの動画上映と静止画の展示も行います。
本校には 24 時間学生に開放している校舎があり、展示する作品は学生達が授業と放課後や休日を利用して
制作した力作であります。コンテストでの入賞作品も上映する予定になっております。ご来場をお待ちしてま
す。 

神戸電子専門学校 

多数のゲームソフト分野学生作品をプレイ可能な状態で展示しています。ご来場の際にはぜひお立ち寄りい
ただき、遊んでみてくださいね。また新たにディジタルサウンド分野学生の参加が決定しました。様々なサウン
ドやＳＥの試聴や、作曲の実演も行います。ゲーム業界からアツい注目を浴びている作品ばかりですので神
戸電子の力をご覧ください！ 

国際アート＆デザイン専門学校 

今年で 5 年連続の出展。学生作品の展示、アニメーション等の展示。 

専門学校 東京テクニカルカレッジ 

当ブースでは、ゲームプログラミング科・ゲームＣＧ科の学生が作ったゲーム作品とゲームＣＧ科の学生が作
った２Ｄ・３ＤＣＧ、ＣＧムービー作品を展示しております。ゲームは、プレイできるようになっています。 
また学生が作ったポストカードも無料で配布しています。種類は沢山ありますので、好きなポストカードをお選
びいただけます。またゲームをプレイしアンケートに答えてくれた方にプレゼントも差し上げています。是非、
学生が作った作品を見に来ていただき、貴重なご意見をください。 

専門学校 東京デザイナー学院 

ＴＧＳ初出展となる東京デザイナー学院では、アニメ調からリアルタッチまでバリエーション豊富な２ＤＣＧ作品
や、動画と静止画の両方を含む３ＤＣＧ作品の展示。また、ゲームのアイデアを提示する企画関連や、学生達
の手によるポストカード配布等を行っております。明日の開発者を目指す若い人材の作品を、是非ご覧にな
っていってください。また、将来ゲーム業界を目指して勉強したいと考えている方も、ぜひ遊びに来てくださ
い。明るく元気な先輩スタッフと接することで、当校のアットホームな雰囲気が伝わると思います。 
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専門学校 東京ネットウエイブ 

“今業界で求められている人材とは？”をつねに意識したカリキュラムで本物のクリエイターを育成する学校
です。 
☆初心者でも安心！少人数制の細やかな授業☆ 
責任をもって指導ができるよう入学者を限定し、コンピュータ初心者でも安心して授業を受けることができま
す。また、先生と学生の距離が近くアットホームな雰囲気というのも特徴です。 
☆充実の設備！じっくりと自分のペースで学べる環境あり！☆ 
プロ仕様の機材を１人 1 台以上確保しています。放課後はもちろん空き時間や長期休暇中も教室開放を行っ
ているので、納得いくまで作品制作ができます。 
こんな学校で学んだ学生達が創ったゲームを展示しています。どうぞ触れてみてください。 

総合学院テクノスカレッジ/東京工学院専門学校 

今年の東京ゲームショウは、総合学院テクノスカレッジから、ゲームクリエーター科、アニメーション科、マンガ
科、CG・Web クリエーター科の４学科が出展！！それぞれの学科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景品も差し上げますので、是非遊びに来てく
ださい！ 

総合学園 ヒューマンアカデミー 

全国１４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・グラフィック・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。東京ゲームショ
ウでは、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。 

デジタルエンタテインメントアカデミー 

学生が制作したプレイステーション２、及びニンテンドーDS のゲーム作品をプレイアブルで展示します。 
CESA スチューデントゲーム大賞で大賞を獲得した作品をはじめ、PC ゲーム、3DCG ムービー、企業から商品
化された携帯アプリなど、数多くの魅力的な学生作品を展示。デジタルエンタテインメントアカデミーは、スク
ウェア・エニックスなどゲーム関連企業 21 社から出資を受けて運営されるゲームクリエイター養成校です。 

東京コミュニケーションアート専門学校 

業界企業と共に即戦力を育成。プログラマー、プランナー、グラフィッカ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の教育システムが大きな強み。国内だけでなく海外の企業も多数協力。実
践的なカリキュラムで人材育成をおこなっている。ＴＧＳ２００７ではゲーム会社とのプロジェクト作品を中心に
出展。ＴＣＡでは国内だけでなく海外の企業も多数協力。 

東北電子専門学校 

本校は、ＣＧ・ゲーム分野にゲームクリエーター科、ゲームエンジニア科の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、また、学
生自ら、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いただける展示をします。ぜひ
東北電子の出展ブースに立ち寄ってください。 

トライデントコンピュータ専門学校 

トライデントコンピュータ専門学校は河合塾グループが運営する専門学校で、東海地区最初のＣＥＳＡ会員校
です。「本物のチカラ」をキーワードに考え抜かれたカリキュラムで多くの学生がゲーム業界へ就職。コンテス
トではゲーム甲子園において２年連続ゲームプログラミング部門・年間部門賞を受賞。また、ＣＧの学会では
世界最高峰ＳＩＧＧＲＡＰＨでの選出実績をはじめ、国内トップクラスのコンテスト受賞実績多数。その作品の多
くは学校のＷｅｂで公開しております。(検索キーワード：ゲーム トライデント) 出展ブースでは、ゲーム・３ＤＣ
Ｇムービーそれぞれの学生作品を紹介。オリジナルゲームを実際にプレイしていただけます。「本物のチカラ」
を身につける学校トライデント。ぜひ一度、ブースで学生の力作をご覧ください。 
【イベント】 

日時：９月２０日（木）～２３日（日） １０：００～１７：００ 
名称：学生ゲーム作品プレイ 
内容：学生オリジナルゲームを自由にプレイできます。 

プラットホーム：コンシューマゲーム機、ＰＣ、携帯、携帯ゲーム機 

日時：９月２０日（木）～２３日（日） １０：００～１７：００ 
名称：ＣＧムービー上映 
内容：３ＤＣＧムービなどを上映予定。コンテスト受賞作品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 
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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 

当校のブースではゲーム初心者から愛好家まで、遊び応えのある様々なジャンルの学生オリジナル作品を
多数出展します。ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。 ＮＨＴ新潟高度情報処理技術学院ではプログラム言
語や３Ｄモデル制作などゲーム制作に必要な技術の基礎から、ゲームの企画・設計・制作・公開といったゲー
ム制作工程を実習形式で学習し、ゲーム業界デビュー実績も近年上昇しています。 毎年、東京ゲームショウ
ブースでゲーム作品展示を行い、その実習成果を発表しています。またブースのデザイン・運営も学生主体 
で取り組んでいます。 

日本工学院／東京工科大学 

学生優秀選抜作品の体験コーナーや水族館チケットの当たるゲームアトラクションを実施予定。 
東京工科大学では、次世代ゲームに関する研究発表等を掲示。 

日本電子専門学校 

日本電子専門学校ゲーム系（ゲーム制作科、ゲーム CG デザイン科、ゲーム制作研究科、ゲーム企画科）の
在校生が制作した作品を展示しています。ブースには作品の制作者がアテンドしています。ぜひブースへ来
てプレイして、感想を本人に伝えてあげてください。また、ゲーム系の教員もブースにいるので、卒業生や入
学を検討している方々も気軽にお声がけください。 

【イベント】 

日時：９月２０日（木）～２３日（日） １０：００～１７：００常時開催 
名称：学生作品プレイ 
出演：日本電子専門学校ゲーム系の在校生たち 
内容：学生作品を常時出展しています。気軽に学生作品を楽しんでください。 

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 5 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では、学生作品を中心としたゲーム作品の展示の他、授業カリキュラムなどの
紹介を行います。今年は、キャラクターもののシューティングゲーム「Time Axis」や新感覚パズルゲーム「ザ
ストゥン」をはじめとするゲーム作品を展示させていただきます。ご期待ください。 

代々木アニメーション学院 

全国１２校から学生作品を召集し選出された作品を展示、上映いたします。一般公開日には講師によるイラ
スト作成実演も行います。声優科とのコラボで学生作品のキャラクターに音声を吹き込み再生するコーナーを
実施予定。 
【イベント】 

日時：９月２２日（土）・２３日（日） 11：００～１２：００（仮）、１３：００～１４：００（仮）、１５：００～１６：００（仮） 
名称：キャラクターボイスコーナー 
出演：声優科学生、声優科講師、来場者 
内容：学生作品のキャラクターの動きに合わせてセリフを録音し再生していく。 

 

【物販コーナー】 

アイレム横丁 

アイレムソフトウェアエンジニアリング公式通販サイト「アイレム横丁」が東京ゲームショウ支店をオープン！ 
アイレムゲームでお馴染みのキャラクターからホームページで活躍中のキャラクターまで様々なグッズを勢
揃いさせました。あの幻のエイプリルフール企画「どきどきすいこでん」やふるさと４コマ小唄で人気の「アイ
レムひみつ日記」や「スペランカー先生」のオリジナルグッズも販売いたします。中には東京ゲームショウ支
店でしか買えないオリジナル商品も！？きっと欲しい商品がみつかるはずです！みなさまのご来店をこころ 
よりお待ちしております。 

アクアプラス 

新作のＰＬＡＹＳＴＡＴＩＯＮ３専用ソフト『ティアーズ・トゥ・ティアラ－花冠の大地－』をはじめ、大好評発売中の
ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ２専用ソフト『うたわれるもの－散りゆく者への子守唄－』、『ＴｏＨｅａｒｔ２』などのグッズを販売い
たします。 
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● 販売予定：『ティアーズ・トゥ・ティアラ－花冠の大地－』クリアスティックポスターセット 
『うたわれるもの－散りゆく者への子守唄－』 
『ＴｏＨｅａｒｔ２』目覚まし時計／アレンジ音楽ＣＤ など 

アルケミスト 

物販ブースにて出展させていただきますアルケミストです。ブースでは PS2「バルドバレットイクリブリアム」を
中心に、新作タイトルのＰＶ公開や関連グッズの販売を予定しております。会場にお越しの際は是非お立ち
寄りください。 

ＡＴ－Ｘ 

通販サイト「ＡＴ－Ｘ ＳＨＯＰ」にて販売中のＡＴ－Ｘオリジナル声優ＤＶＤを会場販売します。その他、人気ア
ニメ「ＡＲＩＡ Ｔｈｅ ＮＡＴＵＲＡＬ」の新作オリジナルＴシャツを会場先行販売します。 

ＳＮＫプレイモア 

昨年に引き続き、今年もＳＮＫプレイモアは物販コーナーへ出展！店名はその名も“どき魔女購買部”！！
“どき魔女”関連グッズのほか、ＫＯＦやＤＯＭなどのオリジナルマグカップ等ＳＮＫファン必見の注目アイテム
を多数ご用意してお待ちしております！ 

ゲームセンターＣＸ 

CS 放送フジテレビ７２１ ゲームバラエティ番組「ゲームセンターＣＸ」のオリジナルグッズを販売。 
東京ゲームショウでしか手に入らないレアグッズもあります！ 

コスパ 

コスパではゲームキャラを展開。『モンスターハンター』からは限定の「ハンティングポロシャツ」。そして「アイ
ルーキッチン」シリーズが！『Ｆａｔｅ／ｔｉｇｅｒ ｃｏｌｏｓｓｅｕｍ』からもファン心をくすぐるグッズが盛りだくさん。可
愛いキャラクターももちろん、話題の『リトルバスターズ！』グッズが初登場。『どきどき魔女神判！』からは
「クッションカバー｣等がお目見えです。そして往年のダンジョンＲＰＧファンには堪らない『ウィザードリィ』グッ
ズも完備。「グレーターデーモンＴシャツ」などお見逃し無く！「レベル３２Ｔシャツ」などが目を張る『アイテム
ヤ』シリーズ新アイテムも健在。お待ちしております！ 

三英貿易 

当ブースは、ＴＶゲームキャラクターのぬいぐるみをメインとした物販ブースです。その他にも、タッチペンや・
ソフトケースなどのニンテンドーＤＳ関連グッズやＷｉｉ関連グッズの販売も予定しています。マリオ・カービィ・
どうぶつの森・スタフィー・ピクミンなどなど。他では見ることのできない、豊富なキャラクターぬいぐるみのラ
インナップで、お待ちしております。 

スクウェア・エニックスミュージック 

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をご用意し、みなさんのご来場をお待ちしてお
ります。会場内で商品をご購入いただいたお客様にはもれなく『SQUARE ENIX MUSIC サンプラーCD』をプ
レゼントいたします。【主な販売商品：FINAL FANTASY シリーズ／Sa・Ga シリーズ／聖剣伝説シリーズ 他】

ソフトバンククリエイティブ 

ゲーム総合誌『ゲーマガ』をはじめ、攻略本・設定資料集・イラスト集などゲーム関連の出版物および関連グ
ッズの販売。新作グッズ小冊子「ギルティギアマガジン１stGIG」「オーガストバラエティブック」を販売します。 

日経 BP 社 

ヒットがわかる流行情報誌「日経エンタテインメント！」と“大人スタイルのゲーム誌”「ゲームエンタ！」や、
「日経エンタテインメント！」関連別冊を販売します。 

ブロッコリー 

●物販コーナーではおなじみゲーマーズより人気タイトルのマイクロファイバーバスタオルをはじめ、グッズ・
テレカ等が盛りだくさん！ 

マーベラスエンターテイメント 

2 大人気作『ルーンファクトリー』＆『ルミナスアーク』のオリジナルグッズが初登場！ TGS 会場でしか買えな
いレアグッズにも乞うご期待！ 

マッチングワールド 

ゲームキャラクターのプレミアムグッズを販売いたします。ゲームの世界観を忠実に再現した、テレホンカー
ド、タオル、タンブラー、タペストリー、等身大抱き枕カバー等を東京ゲームショウ２００７先行で限定販売しま
す。是非、ブースにお越しください。 
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【ビジネスソリューションコーナー】 

アーニス・サウンド・テクノロジーズ 

 「すべての音へ楽しい響きと感動を」～次世代立体音響～ 
 (株)アーニス・サウンド・テクノロジーズはプロユース向けの立体音響コンテンツの制作・提供をする会社で
す。アミューズメントパーク、ゲームソフト、携帯コンテンツ～TV、CD・DVD 等の立体音響～一般コンテンツに
至るまで多様な実績があり、特に立体音響コンテンツ制作については日本でも屈指のメーカです。 
ゲームソフトに新たな表現、エンターティメント性等の付加価値をお考えの皆様、是非、弊社ブースへお越し
ください。 

アンラボ 

韓国セキュリティ NO.1 企業の(株)アンラボが、韓国ゲームマーケットで培ったセキュリティ技術の粋を集めて
開発したのが、「アンラボ ゲームトータルプロテクト」です。このソリューションは▲クライアントプロテクト
(HackShield)▲サーバープロテクト (WhiteShield)▲ネットワークプロテクト (TrusGuard) の製品群から成り、
それぞれ単独の製品としても運用可能です。オンラインゲーム運用上、発生可能性のあるすべてのセキュリ
ティインシデントに対応できる、世界初のオンラインゲームに特化した統合セキュリティソリューション「アンラ
ボ ゲームトータルプロテクト」についてご紹介いたします。 

ＩＳＡＯ 

弊社は、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（強力なセキュリ
ティ機能・サポート業務全般を支援）及び携帯電話向け大量・高速メール配信サービス（６０万通/時間のメ
ール配信が可能）をデモストレーションを交えてご紹介いたします。また弊社は、オンラインゲーム運営に関
する各種ソリューションを取り揃えております。数多くのオンラインゲームの運用・運営で培ったノウハウをも
とに、安定したサービスを提供させていただきます。（課金・認証、ＧＭ、ｉＤＣ） 

英国北東イングランド・ゲームクラスター 

英国北東イングランド地域が誇るコンピューター・ゲーム産業・技術をご紹介し、日本企業の皆様との事業提
携を促進します。若手クリエーターのインキュベーションとなり地域のデジタル・クラスターのイニシアチブを
取るデジタル・シティ、「ワイルドスピード X3」「Cartoon Network Racing」「MTV’s Pimp My Ride」等ドライビン
グ・レース開発を得意とする Eutechnyx 社、ゲームのシナリオ開発、海外向けのゲーム・スクリプト・リライト、
音楽・ボイス編集等のクリエイティブ・カルチャライゼーションを専門とする The Mustard Corporation が来日
予定です。 

Digital City 
英国北東イングランド地域ティーズサイド大学構内にあるデジタル・シティは、デジタル・スタジオ、バーチャ
ル・リアリティ・へミスヘリアム、デジタル・ビジネス・パークから構成されています。地域のデジタル・クラスタ
ー発展のイニシアチブを取り、ビジネス開発、技術開発及び製品開発のサポートを行っています。東京ゲー
ムショウ２００７では、北東イングランド地域の優れたコンピューター・ゲーム企業の紹介、デジタル・シティに
おけるビジネス開発支援サービスや大学との連携を紹介し、日本企業の皆様との事業提携及びコラボレー
ションの機会をご案内します。 

Ｅｕｔｅｃｈｎｙｘ 
英国北東イングランド地域にあるユーテクニックス社は、「ワイルドスピードＸ３」等ドライビング・レース開発を
得意とする英国屈指のゲーム開発会社です。プログラマー、アーティスト、アニメーター、ゲーム・デザイナー
など８０名以上のフルタイムスタッフがおり、レーシング・ゲーム開発に必要不可欠である複雑な車両の力学
を再構築するための高度な数学、物理のノウ・ハウを集積させたミドル・ウェアも自社開発しています。また
日本市場に彼らの開発したタイトルをライセンスした実績もあります。東京ゲームショウ２００７では、ＰＳ３、
Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｗｉｉ、Ｎｉｎｔｅｎｄｏ ＤＳ向けの「Ｆｅｒｒａｒｉ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ」をご紹介する予定です。 

Ｔｈｅ Ｍｕｓｔａｒｄ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 
英国北東イングランド地域にあるザ・マスタード・コーポレーション社は、ゲームのシナリオ開発、海外向けの
ゲームのスクリプト・リライト、音楽・音声収録を専門とするカルチャライゼーション・サービス会社です。彼ら
の専門は単なる翻訳ではなく、その国のカルチャーに対応したゲーム・スクリプト、音楽、音声を提案出来る
ことです。また英語だけでなく、欧州言語への対応も可能です。既に日本のゲーム会社の海外市場向けタイ
トルのリライト・音声収録を担当しており、その国の文化に合致したスクリプト作成はもちろんのこと、翻訳テ
キストの量を効率的に軽減させ、大幅にローカライゼーション・コストを削減させることにも評価を得ておりま
す。 

NTT アイティ 

『ＭａｇｉｃＦｉｎｄｅｒ（マジックファインダ）』は、実物の商品や写真などをカメラ付携帯電話で撮影するだけで自動
的に関連サイトに接続する携帯応用システムです。『ＭａｇｉｃＦｉｎｄｅｒ（マジックファインダ）』を広告・キャンペー
ンやイベントなどに利用すれば、商品を携帯電話のカメラで撮影するだけで自動的に関連サイトに誘導で
き、販促効果が期待できます。また、利用者にとっても、商品の割引クーポンや詳細情報など欲しい情報が
簡単に入手できるという利点があります。 

エンターブレイン 

『ファミ通ゲーム白書』の発刊でおなじみの株式会社エンターブレイン マーケティング企画部では、国内外の
あらゆるゲーム関連市場のマーケティング情報を調査、集積しています。 
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今回の出展では、『週刊ファミ通』の TOP30 にランキングデータを提供している「f-ism（エフイズム）」データベ
ースの実演公開や新刊レポート「海外ゲームビジネス 2010 年市場予測と利益の出し方」の展示即売もおこ
ないます。このほか WEB の視聴率調査サービス「アクセスリサーチ」のご案内、さらに個別コンサルティング
案件の無料相談もおこないます。尚、当日、最新の週報レポート「f-simPiccole」をお名刺と交換で差し上げ
ます。 

クリーク・アンド・リバー社  

クリーク・アンド・リバー社はあらゆるコンテンツに関わるクリエイターのためのエージェンシーです。 
「クリエイターの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」を2大ミッションとし、ゲーム業界をさ
まざまな角度からサポートしております。会場では、クリエイター・エージェンシー事業についてのご紹介を行
い、クリエイターの皆様のキャリアに関するご相談や、企業の皆様のクリエイティブに関するご相談にお答え
します。 
また、定期的に開催しているクリエイターのコミュニティーパーティー「クリパ」の参加者募集やゲーム関係者
が集うコミュニティサイト「デジタルトキワ荘」のご紹介も行ないます。ぜひお越しください。 

Global Collect  

Global Collect は、オンライン支払い処理におけるコンサルタントサービスを提供します。また国際ビジネスの
現地支払いソリューションのリーディング PSP（支払いサービスプロバイダー）で、フルサービスまで行いま
す。多くのプロバイダーがそのサービスを加盟店とのテクニカルリンクに留めている一方、我々は、ワールド
ワイドな支払い処理に対する契約保証された技術的コネクション、銀行口座ネットワーク管理、支払い統合、
レポート、さらには資金送金など、トータルサービスを提供いたします。我々のオンライン支払いプラットフォ
ームは、大規模な現地支払い方法や世界 200 ヶ国以上の通貨を提供していきます。 

【イベント】 

日時：９月２０日（木） １５：００ ２１日（金） １１：００ 
名称：Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ 
出演：Ｆｌｏｒｉｓ ｄｅ Ｋｏｒｔ／Ｓｈａｎｅ Ｈａｐｐａｃｈ 
内容：Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｐａｙｍｅｎｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ ｆｏｒ Ｇａｍｉｎｇ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ 

Ｇａｍｅ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ Ａｓｉａ 

ナウプロダクション 
家庭用ゲーム機ソフトを中心に、モバイルコンテンツ、パチンコ・パチスロ液晶ユニットの開発を行っていま
す。企画から制作までを一貫して作り上げたソフトは 150 以上。主に大手ゲームメーカーに供給しています。

Ａｌｌｅｇｏｒｉｔｈｍｉｃ ＳＡＳ 
グラフィックアーティスト用にマップモデル化ソフトウェアの開発を得意としています。複雑効果を正確に扱う
ための製品を導入することで、生産性と創造性を引き出してきました。優秀なエンジニアを抱えております。 

Ａｖａｌａｎｃｈｅ Ｓｔｕｄｉｏｓ 
弊社は、スウェーデンを代表するゲーム開発スタジオです。ゲーム技術分野に特化したオリジナル IP 開発を
しています。2006年、初リリースのゲーム「Just Cause」は国際的に賞賛を受け、数多くの賞を受賞しました。

Ｂ２Ｂ ＧＡＭＥＳ 
世界中のアナウンサーにコンテンツを提供する企業です。関連会社のパブリッシャーとデベロッパーのコン
テンツを活用し、宣伝活動するとともに、それらの事業を進展する企業です。 

ｂｈｖ Ｓｏｆｔｗａｒｅ 
私達は、ドイツ独立系ソフトウェアの出版社のトップ３の１つです。1984 年以来、ヨーロッパに 25 以上の研究
所を置き、デジタルメディア、教育、ゲーム機器などの革新的な PC 製品を扱うことで成功を収めました。 

Ｂｉｇ Ａｎｔ Ｓｔｕｄｉｏｓ 
最近全米トップ 10 に入ったダートトラックレースゲームのデモを行います。三人称アクションゲームも販売し
ます。レーシング、三人称、プラットフォームジャンルに特化して、ゲーム制作の開発チームを抱えておりま
す。 

Ｂｕｋａ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ 
13 年間のソフトウェア市場で、多くの成功を収めてきました。過去のプロジェクトにおいて、高いクオリティを
ゲームメーカーに評価され、培った経験豊かなチームと誇れるバックグラウンドがあります。 

Ｃｙａｎｉｄｅ Ｓｔｕｄｉｏ 
元 Ubisoft 出身８名が作り上げたリーディングゲーム開発スタジオです。2004 年にヒーローファンタジー/RTS
ゲーム、Chaos League で型を破りました。PC-hit Runaway の DS port のパートナーを探しております。 

Ｅｐｉｃ Ｇａｍｅｓ 
Unreal Engine 3 は次世代機種向けの次世代技術です。また多様な UE３ゲームはファイティングゲームから
シューティングゲームまで多様なジャンルをターゲットにして、現在開発中です。 

Ｆａｌｃｏｒ Ｍｅｄｉａ 
先端 PＣやビデオ技術で製品を作っています。我々の活動は共存し、補強し合う数種のトレンドを組み合わ
せていることです。また、ゲームの開発と現地語化のサービス同様、３Ｄやオンラインゲーム開発も行ってい
ます。 
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Ｆｉｒｅｍｉｎｔ 
受賞歴のある優れたゲームの数々をDSを含む携帯ゲーム機向けに企画、開発しています。シンプルでもや
みつきになるパズルゲームから、洗練された３D スポーツやレーシング・ゲームまで多岐に渡ります。 

ＦＯＧ Ｓｔｕｄｉｏｓ， Ｉｎｃ． 
開発チームの経営管理とインタラクティブブランド管理に強みをもっています。最先端インタラクティブエンタ
ーテーメント製品を 500 以上の知的財産所有者と開発者に 5400 個の製品を提携パートナーに提供してきま
した。 

Ｆｕｚｚｙｅｙｅｓ Ｓｔｕｄｉｏ 
高品質オリジナルタイトルの開発がメインで、マルチな市場において競争力ある優位性を提供します。次世
代タイトル、Edge of Twilight は世界クラスのタイトルを手がけた経験がある開発スタッフの集大成です。 

IｎｔｅｒａｃｔｉｖｅＭｅｄｉａＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇ Ｇｍｂｈ 
私たちは2003年に設立し、ヨーロッパ初のエンターテーメント、娯楽情報番組やマルチメディア向けのフルサ
ービス代理店です。現在、20 人と少数精鋭の従業員とフリーランスを抱えております。 

Ｌａｐｌａｎｄ ＳＴＵＤＩＯ Ｌｔｄ. 
コンセプト設計、ビジュアルアート、モーションキャプチャーの制作スタジオです。また制作チームにそれぞれ
のスペシャリストがいます。取引先は、ゲーム業界、音楽、商業ビデオプロダクション、映画業界などです。 

Ｍｅｋｅｎｓｌｅｅｐ 
独創性、懸命さ、自身、そして時にはリスクを負うことも信じております。 
初めての制作では自己財政管理し、直接オンラインコミュニティに販売します。独立精神を強く持って、チャ
ンスを掴んでいきます。 

ＮＡＳＳＯＮＳ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ Ｓｔｕｄｉｏｓ 
モダンゲーム開発の生活環境を取り巻くすべての側面を把握するため、コンセプトから制作までプロかつ立
派で洗練された、高い志をもったチームを結成しています。また制作販売を一貫してやることに決めました。

Ｎｅｋｏ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎt 
ビデオゲームを開発している弊社は、NGD Kit という 3D 操作台用に開発プラットフォームを中心に製品を作
っています。社内技術はプラットフォームすべてに同時開発を促し、既存ゲームの高速接続を可能にしま
す。 

Ｎｏｂｉｌｉｓ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ 
ノビリスは仏に本店を構え、スペインとベネルクスに支店を置くゲームソフトと付属機器の配給会社です。
2005 年からは世界 34 カ国の提携会社を通じて、ゲームソフト・PC ゲームソフトの販売を拡大しています。 

ＮＶＩＤＩＡ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 
プログラム可能なプロセッサー技術の世界的なリーダーです。産業を変革する製品を開発し、それらは超高
画質の各種用途に大きな変革をもたらしています。さらに、業界をリードする各種技術も開発し、提供してい
ます。 

Ｐｉｎｊａｔａ 
コンセプトは子供に楽しく、親にとって安心できるゲーム。使命はゲーム論争をなくすこと。10 以上の等身大
ゲーム、100 近いジョセフィーヌのゲームを制作してきました。現在、２つの受賞作ゲームが英語で入手可
能。 

Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ ＡＢ 
弊社は、PC やケータイ向けアクション、レース、ＲＰＧゲームを提供する一流の製作会社です。
Clusterball(R),Furiae(R),Ski-Doo(R)X-Team Racing(R)など幅広い製品を扱っております。 

Ｓｍａｃｋ Ｄｏｗｎ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓ 
主にDS,Wii,PC,PSPプラットフォーム向けのビデオゲーム開発をしています。ゲームソフトメーカー向けに、社
内外で認可された革新的なビデオゲームの開発に取り組んでいます。 

Ｖｉｒｔｏｏｌｓ 
Virtools は、プロトタイプや開発、オフ/オンネットワークビデオゲームの供給向けの最も広範囲な開発プラッ
トフォームです。また多目的行動と高品質エンジンによって、ゲームの市場とジャンルを活発化します。 

Ｗｉｄｅｓｃｒｅｅｎ Ｇａｍｅｓ 
最先端アクションアドベンチャーのビデオゲームを開発しています。技術や制作におけるノウハウと信頼をも
ち、現在世界の大手ゲームソフトウェアメーカーと提携しています。社内次世代技術も持ち合わせています。

ＷＩＺＡＲＢＯＸ 
ゲーム製品開発用に技術提供するビデオゲーム開発社です。変換をはじめ、アウトソーシング・インソーシ
ングなど開発のためのあらゆるサービスでお手伝いします。ドイツ出版社ＤＴＰと共同で独自のＩＰを開発中
です。 

コミュニティーエンジン 

コミュニティーエンジンでは、多数のネットワークゲームでの採用実績をもつ通信ミドルウェア、「VCE」を開発
しています。弊社ブースでは「VCE」を使用した開発エンジン「Ｗｏｒｌｄ Ｓｙｎｔｈｅｓｉｚｅｒ」のプレイアブルデモを
展示いたします。「Ｗｏｒｌｄ Ｓｙｎｔｈｅｓｉｚｅｒ」は、マルチプラットフォーム（Ｗｉｎｄｏｗｓ、Ｗｉｉ、Ｎｉｎｔｅｎｄｏ DS など）
で動作するネットワークゲームを簡単・安全・迅速に開発するためのミドルウェアです。 
「Ｗｏｒｌｄ Ｓｙｎｔｈｅｓｉｚｅｒ」を使えば、開発者は煩雑なネットワークプログラミングやネットワークゲーム特有の
周辺技術を気にせずにゲームロジックの開発に集中することができ、開発工数の短縮、開発コストの削減の
みならず様々なリスク回避を実現します。 
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ゴンゾロッソ 

オンライン RPG「ドルアーガの塔－THE RECOVERY OF BABYRYM－」及び「パンドラサーガ」のご紹介を予
定しています。 

三徳商事 

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。 

ゼネラルアサヒ 

【クオリティの高いＣＧを、よりスピーディーに】～３次元スキャナースタジオ～ 
弊社「ＧＡ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｇｒａｐｈｉｃｓ 品川スタジオ」では、３次元スキャナーを利用したサービスを行っています。
また、ＣＧ制作などに適した高解像度テクスチャデータを撮影可能な照明環境を整えており、制作対象の形
状・色情報を一貫してご提供可能なスタジオとなっております。弊社ブースでは、クオリティの高いＣＧを、よ
りスピーディーに制作する方法として、スタジオ機能を利用した制作事例、高精度形状を利用した法線マップ
への活用事例等をご提案をさせていただきたいと考えます。ご来場の際には、ぜひお立ち寄りください。 

シーディーネットワークス・ジャパン 

韓国オンライン事業の CDN（Content Delivery Network）マーケットにおいてトップクラスのシェアを誇る、「デ
ジタルコンテンツ配信のリーディングカンパニー」。それが当社です。グローバルな展開はもとより、未来の IT
ビジネス/IT ライフを導く配信技術【CDN】のサービスをご覧ください。大容量ファイルダウンロード・動画配
信・オークションサイトの運営について、不満や悩みを抱えておられる事業者様は必見です。 

ソフトバンク・ヒューマンキャピタル 

ゲーム業界の転職といえば「イーキャリア」。昨今、ゲーム業界においても採用難は増すばかり。未だに業界
への憧れや紹介で社員を充足出来ると考えられていませんか？ 
東京ゲームショウ開催期間中にも実施される比類なき「ゲーム業界特集」をはじめ、転職サイト「イーキャリ
ア」はこれまで多くのゲーム会社様から支持をいただいています。出展ブースでは過去掲載された企業様の
効果事例などをご紹介。 
求人効果にお困りの企業様からのご相談や転職を検討されている業界関係者の方々に対するアドバイスな
どで来場者様のお役に立てる出展を目指します。 

日立超ＬＳＩシステムズ 

漢字かな混じりテキスト文から肉声並みの高品位音声メッセージを生成する高品位音声合成ミドルウェア
Ruby Talk を出展します。また、音源データサイズとＣＰＵ負荷を小さく抑えながらも肉声感のある高品位な音
声合成の生成を実現した Ruby Talk も出展します。この Ruby Talk は、従来の音源データサイズを 7 分の 1
に、CPU 処理負荷を 2 分の 1 に低減しています。是非ともこの機会に弊社ブースにお立寄りいただき、Ruby 
Talk の合成メッセージをお聞きください 

ビットアイル 

◆◇◆オンラインゲーム配信に不可欠なデータセンター◆◇◆ 
ビットアイルデータセンターは、オンラインゲーム配信企業に安心してご利用いただけるサービスを提供して
います。日本企業だけでなく海外のオンラインゲーム企業にもビットアイルデータセンターをご利用いただい
ております。オンラインゲーム配信に最適なデータセンター環境と付帯サービスを提供するビットアイルで
す。 

フォントワークスジャパン 

ゲームコンテンツなどで安心してフォントをご利用いただくためのフォント・プログラム「LETS」をご紹介。ゲー
ムタイトルやロゴでの使用、登録商標などフォントに関する“複雑なロイヤリティ”の問題を解決いたします。
フォントワークスの全 166 フォントが《明確な利用許諾》と《低コスト》で使用できる年会費制のゲームコンテン
ツ用フォント・ソリューションです。「LETS」はすでに多くのプラットフォームメーカー様やゲーム開発会社様に
導入いただいています。また、今回はマルチプラットフォーム対応のアウトラインフォント・ラスタライザ「Fit」も
併せてご紹介いたします。 

プロメテック・ソフトウェア 

物理エンジンの普及によりゲーム中に様々な物理シミュレーションが取り入れられています。プロメテック・ソ
フトウェアでは計算力学の理論を基にした流体力学まで扱える、次世代の物理シミュレーションエンジンを開
発しています。CG・物理シミュレーションの専門家をそろえて、今まで困難だった流体等のリアルタイムシミュ
レーションを実現しました。東京ゲームショウ２００７では、開発中の物理シミュレーション機能の中で、水面・
砂・空シミュレーションのインタラクティブデモを展示します。また、物理エンジンの機能をフルに活用したアプ
リケーションとして開発中のデモゲームも展示します。 
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報映産業 

報映産業製 Blu-ray Disc デュプリケータ「BHD-200」シリーズ出品。 
新たに BD-R4 倍速書込み対応版をリリース。 

ボーンデジタル 

CGクリエイターを支援するボーンデジタルでは、ゲーム開発に役立つ各種ツール、および書籍を展示いたし
ます。ツールコーナーでは、Xoreax社の高速C/C++ビルド・ソリューション「IncrediBuild」をはじめとする、ゲー
ム開発に最適なツールを展示、デモンストレーション予定です。また書籍コーナーでは、コンピュータ・グラフ
ィクスの開発者に人気の Gems シリーズ等、開発者向けの書籍を厳選し、展示いたします。その他、CGツ
ール、書籍、イベント等の最新情報をご案内予定ですので、ご来場の際には是非お立ち寄りください。 

香港貿易発展局 

香港貿易発展局は 1966 年に設立された、香港の貿易促進を目的とした香港の政府機関です。毎年香港で
開催される、コンテンツ・エンターテインメントの国際総合見本市「フィルマート」を主催しており、次回「フィル
マート 2008」は、2008 年 3 月 17 日-20 日の開催となります。国内では東京ゲームショウを皮切りに CoFesta
の各種イベントへ参加し、10 月22 日には、コンテンツ・エンターテインメント産業のビジネスセミナーを六本木
ヒルズにて開催いたします。ウェブサイト(http://japan.tdctrade.com)でも詳細をご案内しておりますので、ぜ
ひご覧ください。 

みずほインベスターズ証券 

みずほインベスターズ証券ではＩＰＯ（株式公開）支援業務に力を入れております。 
特にＴＧＳではゲームコンテンツ業界における成長企業様の更なる発展をお手伝いするべく、資本市場から
の資金調達、株式公開に必要な準備などに関する個別相談窓口を設置いたしております。 

みずほ銀行 

我々みずほ銀行はコンテンツマーケットおよび企業の特性に注目し、「信託受益証券を活用した著作権投資
スキーム」などの投資ストラクチャーを構築し、先見性・先進性を持ってマーケットに取り組んで参りました。Ｔ
ＧＳではコンテンツ作品に関する投資ストラクチャーを例示することで、当行の著作権・知的財産権に対する
関り方をお示しいたします。なお、今回はみずほインベスターズ証券との共同出展となっております。 

ワコム 

【ＴＲＹ！Ｃｉｎｔｉｑ 21UX】ワコム製品最高スペックの液晶ペンタブレット『Ｃｉｎｔｉｑ ２１ＵＸ』を様々なオプションペ
ンと共に自由にお試しいただけます。プロフェッショナルな書き心地を、ぜひこの機会に体感してください。 
展示製品：Ｃｉｎｔｉｑ ２１ＵＸ展示予定ソフト：Ａｄｏｂｅ ＰｈｏｔｏｓｈｏｐＣＳ３、Ｃｏｒｅｌ ＰａｉｎｔｅｒＸ 

 

【ビジネスミーティングコーナー】 

英国北東イングランド・ゲームクラスター 

英国北東イングランド地域が誇るコンピューター・ゲーム産業・技術をご紹介し、日本企業の皆様との事業提
携を促進します。若手クリエーターのインキュベーションとなり地域のデジタル・クラスターのイニシアチブを
取るデジタル・シティ、「ワイルドスピード X3」「Cartoon Network Racing」「MTV’s Pimp My Ride」等ドライビン
グ・レース開発を得意とする Eutechnyx 社、ゲームのシナリオ開発、海外向けのゲーム・スクリプト・リライト、
音楽・ボイス編集等のクリエイティブ・カルチャライゼーションを専門とする The Mustard Corporation が来日
予定です。 

 


