
「東京ゲームショウ2008」出展タイトル第1弾　　　 2008/9/3

PCオンラインゲームコーナー

出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄

紅炎のソレンティア その他 PC/携帯ブラウザ その他 ゲーム融合型SNS 対応 0円 一部アイテム課金 サービス中

カレイド恋歌 その他 PC/携帯ブラウザ その他 ゲーム融合型SNS 対応 0円 一部アイテム課金 サービス中

コズミックブレイク PC その他 MMOアクションシューティング 対応 アイテム課金 予定 2008年12月　

ゲットアンプド2 PC アクション オンラインバトルアクション 対応 アイテム課金 確定 2008年11月6日

 バサラ 仮想空間システムMetaGateX PC その他 仮想空間システム 対応 無料 サービス中

 マイクロビジョン ビジモ PC その他 仮想空間サービス 対応 無料 会員登録・基本機能無料/アイテム課金 サービス中 2007年10月31日

ゲームスクールコーナー

出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄

ACT3～目覚めた島～ PC アクション
レトロパーティー PC その他
TESORO～夢幻財宝～ PC アクション
Ogum PC アクション
リスマッシュ PC アクション
戒めの唄 PC シューティング

未定１ PC その他 未定
未定２ PC その他 未定
未定３ PC その他 未定
ブレッセッドレイン PC アクション 未定 未定
ゆきの☆みっくす PC その他 ｱｸｼｮﾝRPG 未定 未定
トワイライトスリープ その他 DVD-Video その他 ムービー 未定 未定
百鬼夜行とサラリーマン その他 DVD-Video その他 ムービー 未定 未定
ゴーアラウンド その他 DVD-Video その他 ムービー 未定 未定
Village PC シミュレーション 未定 未定
Coop Operation PC シミュレーション FPS 未定 未定
PERSON OF LEGEND PC シミュレーション 転生格闘ゲーム 未定 未定
SAND CLAYMORE その他 DVD-Video その他 ムービー 未定 未定
SMILE その他 DVD-Video その他 ムービー 未定 未定
学校戦争 その他 DVD-Video その他 ムービー 未定 未定
Oliver and Will その他 DVD-Video その他 ムービー 未定 未定
未定 その他
未定 その他
未定 その他
未定 その他
未定 その他
未定 その他
未定 その他
未定 その他
ロジックインパクト PC 学生作品 パズル 　
マジぱずっ！ PC 学生作品 パズル
タイムリミット～走れ若者～ PC 学生作品 アクション
ジョニー・ザ・キッチン PC 学生作品 アクション
蒼い彗星 PC 学生作品 シューティング

ソリチュードタンク PC 学生作品 アクション
闘走 PC 学生作品 レーシング

ジャンルプラットフォーム 発売日

プラットフォーム ジャンル 発売日

サーファーズパラダイス/イマ・グループ

サイバーステップ

アーツカレッジヨコハマ

麻生情報ビジネス専門学校

穴吹カレッジグループ

大阪電気通信大学　デジタルゲーム学科

学校法人コンピュータ総合学園　神戸電子専門学校

※出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 1/11



「東京ゲームショウ2008」出展タイトル第1弾　　　 2008/9/3
出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄ジャンルプラットフォーム 発売日

君色のソラ PC 学生作品 アクション
バーバー×シープ PC 学生作品 アクション
タンクタンク　レボリューション！ PC 学生作品 アクション
スプレンディッドバトル PC 学生作品 アクション
アーティスティック　ナイト PC 学生作品 アクション
ゴースト　ターン PC 学生作品 シミュレーション

ブレイクラッシュ PC 学生作品 アクション
ガチ×ガキ PC 学生作品 アクション
立膝おふじの花札教室 PC 学生作品 その他 テーブルゲーム
学生作品　ゲーム企画01 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲーム企画02 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲーム企画03 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲームムービー01 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲームムービー02 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲームムービー03 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲームムービー04 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲームムービー05 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲームムービー06 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲームムービー07 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲームムービー08 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲームイラスト01 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲームイラスト02 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲームイラスト03 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲームイラスト04 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲームイラスト05 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲームイラスト06 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲームイラスト07 その他 その他 未定 その他
学生作品　ゲームイラスト08 その他 その他 未定 その他
ＩＸＡＳ（イクサス） PC パズル 対戦型パズルゲーム
お化け屋敷 PC シミュレーション

天罰 PC アクション
Aqua　Ruler（アクアルーラー） PC パズル
マジカルストーン PC パズル
てんきい 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
コトダマダトコ docomo その他 未定
スリルタクシー PC アクション 未定
トゥーン　イグジット　ウィズ　アルパ PC アドベンチャー 未定
もぐもぐモグ PC アクション 未定
ソルダード・デ・アンシア PC シミュレーション 未定
ランナーズ・ハイ！！ PC アクション 未定
アイスパニック PC アクション 未定
トライデントXbox３６０ゲームコレクション Xbox360 XNA その他 　
トライデントCGムービーセレクション その他 CG映像 その他
未定 その他
未定 その他
未定 その他
未定 その他

専門学校 東京デザイナー学院

学校法人コンピュータ総合学園　神戸電子専門学校

名古屋工学院専門学校

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

東北電子専門学校

トライデントコンピュータ専門学校

※出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 2/11
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出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄ジャンルプラットフォーム 発売日

未定 その他
未定 その他
LAVITATION ARTS PC シューティング 　 0円 学生作品のため販売なし 　
マリンオーシャン PC アクション 0円 学生作品のため販売なし 　
ジャックと巨人 docomo アクション 0円 学生作品のため販売なし 　
Feld der Ehre PC アクション 0円 学生作品のため販売なし 　
PuppetDungeon PC シミュレーション 0円 学生作品のため販売なし 　
不視身 PC アドベンチャー 0円 学生作品のため販売なし 　
迷宮脱出劇 PC ロールプレイング 0円 学生作品のため販売なし 　
Crimson Aim PC ロールプレイング 0円 学生作品のため販売なし 　
3D NAVI PC パズル 0円 学生作品のため販売なし 　
エージェント樋口さんの返済計画の立て方 PC アクション 　 0円 学生作品のため販売なし 　
棒切れ君の地下探検 PC アクション 0円 学生作品のため販売なし 　
でびきゃっち PC アクション 0円 学生作品のため販売なし 　
アルメデ PC シューティング 0円 学生作品のため販売なし 　
StylishTAXI PC レーシング 0円 学生作品のため販売なし 　
WALL CLIMB PC アクション 0円 学生作品のため販売なし 　
Rabbitale PC パズル 0円 学生作品のため販売なし 　
POP PC パズル 0円 学生作品のため販売なし 　
PALTENOS PC シューティング 0円 学生作品のため販売なし 　
出口ドコ PC アクション 0円 学生作品のため販売なし 　
IraIra PC パズル 0円 学生作品のため販売なし 　
INVASION PC シューティング 0円 学生作品のため販売なし 　
CurseBlade PC アクション 0円 学生作品のため販売なし 　
BOUNINGEN PC スポーツ 0円 学生作品のため販売なし 　
リズの魔法と不思議な本 Xbox360 シューティング 0円 学生作品のため販売なし 　

代々木アニメーション学院 学生作品 PC パズル その他

ビジネスソリューションコーナー

出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄

コミュニティーエンジン リアルタイムP2Pネットワーク構築用ミドルウェア「LiquidSync」 その他 マルチプラットフォーム対応 開発ツール 対応 発売中 2008年5月15日

ファイルマジックPRO Wii 開発ツール 圧縮技術
ファイルマジックPRO PS3 開発ツール 圧縮技術
ファイルマジックPRO PSP 開発ツール 圧縮技術
CRI ADX Wii 開発ツール マルチストリーム音声再生

CRI ADX PS3 開発ツール マルチストリーム音声再生

CRI ADX PSP 開発ツール マルチストリーム音声再生

CRI Sofdec Wii 開発ツール 高画質ムービー再生
CRI Sofdec PS3 開発ツール 高画質ムービー再生
CRI Sofdec PSP 開発ツール 高画質ムービー再生
救声主 for NINTENDO DS ニンテンドーDS 開発ツール 高音質音声再生
C-TST（CRI Time Stretch Technology） ニンテンドーDS 開発ツール 可変速音声再生
モノプラス ニンテンドーDS 開発ツール モノラル音声の疑似ステレオ化

航海世紀 PC ロールプレイング 対応 アイテム課金 予定 2008年秋
ストリートダンス PC スポーツ 対応 アイテム課金 予定 2008年秋
天子 PC ロールプレイング 対応 アイテム課金 予定 2008年冬
九陰真経 PC ロールプレイング 対応 アイテム課金 未定

プラットフォーム ジャンル 発売日

新潟高度情報処理技術学院

ＣＲＩ・ミドルウェア

Suzhou Snail Electronic Co.,Ltd.

名古屋工学院専門学校

※出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 3/11
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出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄ジャンルプラットフォーム 発売日

Scaleform GFx PS2 開発ツール 対応 公表しません 発売中
Scaleform GFx PS3 開発ツール 対応 公表しません 発売中
Scaleform GFx Wii 開発ツール 対応 公表しません 発売中
Scaleform GFx Xbox360 開発ツール 対応 公表しません 発売中
Scaleform GFx PSP 開発ツール 対応 公表しません 発売中
Scaleform GFx PC 開発ツール 対応 公表しません 発売中
Scaleform GFx その他 開発ツール 対応 公表しません 発売中

3Di ３Dｉ　ＯｐｅｎＳｉｍ その他 OpenSim その他 仮想空間サーバーソフトウェア 対応 予定 2008年
脳波でコントロールする業界初のコンシューマー・ゲームのご紹介 その他
脳波でコントロールする業界初のモバイルゲームのご紹介 その他 携帯電話
ワイヤードアイコン PC 開発ツール 対応 未定
ハイパーアンカー PC 開発ツール 対応 未定

 ビットアイル ビットアイルiDCサービス その他 その他 データセンター オープン価格 サービス中
GameSyncSoftwares PS3 開発ツール 対応 予定 2008年秋
GameSyncSoftwares Xbox360 開発ツール 対応 予定 2008年秋
GameSyncSoftwares その他 WindowsMobile 開発ツール 対応 予定 2008年秋
ダブルDドッジボール Xbox360 その他 レトロ風ドッジボール 対応 800ポイント MSポイント 確定 2008年秋
Fine Shot Online(仮) その他 WindowsMobile スポーツ ビリヤード 対応 　 予定 2008年冬

フォントワークス ゲーム業界向けフォントソリューション「LETS」 その他 Win/Mac 開発ツール フォント 37,800円 1PC/年 発売中
脳波でコントロールする業界初のコンシューマー・ゲームのご紹介 PC その他
脳波でコントロールする業界初のモバイルゲームのご紹介 その他 携帯電話 その他

モバイルコンテンツコーナー

出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄

ネバーワールドオンライン その他 モバイル5キャリア対応 ロールプレイング 対応 315円/月 配信中
ワールドアイスランジスタ docomo ロールプレイング 対応 380円/月 配信中
アンビションヴィレッジ docomo その他 ミニゲーム 対応 105～315円/月 確定 2008年9月1日
MBC Joo-Mong その他 モバイル ロールプレイング 未定 未定
BBOSHA ‐BBOSHA その他 モバイル パズル 未定 未定
Catch me Mong その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Mini Game Santa その他 モバイル アクション 未定 未定
Dragon Fly その他 モバイル アクション 未定 未定
Mini Game Tour その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
SWAT その他 モバイル アクション 未定 未定
Zoo-Zoo Bowling その他 モバイル スポーツ 未定 未定
Love Project その他 モバイル その他 Board 未定 未定
BUG HUNTER その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Windex その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Submarine その他 モバイル シューティング 未定 未定
Market Tycoon その他 モバイル その他 Tycoon 未定 未定
Cheating その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Baseball その他 モバイル スポーツ 未定 未定
Broadcast Tycoon その他 モバイル その他 Tycoon 未定 未定
Dice BBOSHA その他 モバイル パズル 未定 未定
Stick Adventure その他 モバイル パズル 未定 未定
Rat So Golf その他 モバイル スポーツ 未定 未定
Carrot Korean Playing Card その他 モバイル その他 Board 未定 未定

 ファイン

 アンビション

丸紅

プラットフォーム ジャンル 発売日

インターセーブ 

Scaleform Corporation

ビッツ 

NeuroSky Inc.

※出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 4/11
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出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄ジャンルプラットフォーム 発売日

Horror Korean Playing Card その他 モバイル その他 Board 未定 未定
School Action その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Beijing2008(Beijing Dreans) その他 モバイル スポーツ 未定 未定
SUDOKU その他 モバイル パズル 未定 未定
TETRA その他 モバイル パズル 未定 未定
World Soccer その他 モバイル スポーツ 未定 未定
Badminton その他 モバイル スポーツ 未定 未定
1943 その他 モバイル シューティング 未定 未定
Ghost Story その他 モバイル パズル 未定 未定
Lunar Story その他 モバイル ロールプレイング 未定 未定
Soul Tears その他 モバイル ロールプレイング 未定 未定
Monster Chase その他 モバイル その他 Tycoon 未定 未定
Spell Guardian(Upcoming) その他 モバイル ロールプレイング 未定 未定
WinGame その他 モバイル パズル 未定 未定
Arcade Park 2 その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Ball Rush 2 その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Black Shark 2 その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Stolen In Sixty Second その他 モバイル シミュレーション 未定 未定
HD Racing その他 モバイル レーシング 未定 未定
Mr. Firefighter その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Dungeon & Hero その他 モバイル ロールプレイング 未定 未定
Music Revolution その他 モバイル アクション 未定 未定
Cubix その他 モバイル パズル 未定 未定
Come On Baby その他 モバイル その他 Strategy 未定 未定
Stone Age: Vengeance その他 モバイル アクション 未定 未定
Monsters And Magic その他 モバイル パズル 未定 未定
Tetra Rainbow Bricks その他 モバイル パズル 未定 未定
R.A.T.S その他 モバイル アクション 未定 未定
Counter Terrorist Unit その他 モバイル アクション 未定 未定
WWD その他 モバイル アクション 未定 未定
Antopia その他 モバイル アクション 未定 未定
Peng The Guin その他 モバイル アクション 未定 未定
Spot Check その他 モバイル アクション 未定 未定
Ghost Story その他 モバイル パズル 未定 未定
Zombie-Zapster その他 モバイル アクション 未定 未定
1943 Sky War その他 モバイル アクション 未定 未定
Kung Fu Fighters その他 モバイル アクション 未定 未定
Pendekar 3G その他 モバイル アクション 未定 未定
2188 Space Wars その他 モバイル アクション 未定 未定
Alien Attack その他 モバイル アクション 未定 未定
トリトーントランプ SoftBank パズル 315円(従量課金) 配信中 2008年7月
計算先生 SoftBank その他 105円(従量課金) 配信中 2008年1月
アクションメカバトル　ヤッターマン SoftBank シミュレーション 従量課金 予定 2008年10月中旬

アルファディアⅡ docomo ロールプレイング 525円/1ダウンロード 予定 2008年10月上旬

アスプロス・ゲヘナ SoftBank ロールプレイング 従量課金 確定 2008年9月17日

アームド＆ゴーレム SoftBank ロールプレイング 525円(従量課金) 確定 2008年9月1日
インフィニティクエスト SoftBank ロールプレイング 従量課金 予定 2008年10月中旬

KEMCO

インターセーブ 

クリエイティブ・ブレイン

※出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 5/11
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出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄ジャンルプラットフォーム 発売日

無限ハードル地獄 au スポーツ 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2007年9月26日

ケシポンリミックス au アクション 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年3月9日

積みゲーワンダホー au アクション 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年3月16日

壁避けEX au アクション 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年4月3日

絶対防衛トンガリオン au アクション 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年5月8日

神殿マニア au アクション 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年6月7日

限界パラシュート! au スポーツ 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年7月24日

スケボーパラダイス au スポーツ 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2007年11月30日

ピッタリ半分ドリンク au アクション 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年5月1日

天空のマリコさん au アクション 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年6月22日

海岸セレブ au アクション 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年8月4日

なすブーの大冒険!!シナリオ3 au ロールプレイング 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年9月24日

無限ハードル地獄 au スポーツ 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2007年9月26日

ケシポンリミックス au アクション 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年3月9日
積みゲーワンダホー au アクション 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年3月16日

壁避けEX au アクション 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年4月3日
絶対防衛トンガリオン au アクション 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年5月8日
神殿マニア au アクション 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年6月7日
限界パラシュート! au スポーツ 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年7月24日

スケボーパラダイス au スポーツ 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2007年11月30日

ピッタリ半分ドリンク au アクション 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年5月1日
天空のマリコさん au アクション 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年6月22日

海岸セレブ au アクション 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年8月4日
なすブーの大冒険!!シナリオ3 au ロールプレイング 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 確定 2008年9月24日

未定 その他
未定 その他
未定 その他
未定 その他
未定 その他
未定 その他
未定 その他
未定 その他
未定 その他
未定 その他
トップガン SoftBank シューティング 未定 300円/1ダウンロード 配信中 2008年8月11日

Sango 真! 舞三国 SoftBank アクション 未定 300円/1ダウンロード 予定 2008年冬
ラブマジ docomo アドベンチャー １話のみ100 / 150ポイント 配信中 2008年8月11日
ラブマジ au その他
ラブマジ SoftBank その他
ケータイスタジオ PC 開発ツール 対応 その他 要相談 発売中
コミュニティキーパー PC その他 対応 その他 要相談 未定
エヴァ＆アニメiGAINAX docomo その他 モバイルサイト 対応 210円/月 サービス中
エヴァ＆アニメ@GAINAX その他 au・Softbank その他 モバイルサイト 対応 210～315円/月 サービス中
北斗の拳 その他 au・docomo・SoftBank その他 モバイルサイト 対応 315円/月 サービス中
新世紀エヴァンゲリオン　使徒ロックオン！ docomo アクション 対応 配信中
新世紀エヴァンゲリオン　ぷかぷかレイちゃんおつかいすいみんぐ♪ docomo アクション 対応 配信中
新世紀エヴァンゲリオン　ぷかぷかレイちゃんおつかいすいみんぐ♪ SoftBank アクション 対応 210円/1ダウンロード もしくは３０日間使用制限あり:１０５円 配信中
新世紀エヴァンゲリオン　暴走!!J.A.を制止せよ docomo アクション 対応 配信中

 シールズ

ジョイマスター　

チェリークォーツ

スパイシーソフト

メディア・マジック

※出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 6/11
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新世紀エヴァンゲリオン　暴走!!J.A.を制止せよ SoftBank アクション 対応 210円/1ダウンロード もしくは３０日間使用制限あり:１０５円 配信中
新世紀エヴァンゲリオン　エヴァンゲリオンスロット docomo その他 対応 配信中
新世紀エヴァンゲリオン　エヴァンゲリオンスロット SoftBank その他 対応 210円/1ダウンロード もしくは３０日間使用制限あり:１０５円 配信中
お前のドリルで掘り進め!! docomo パズル 対応 配信中
お前のドリルで掘り進め!! SoftBank パズル 対応 210円/1ダウンロード もしくは３０日間使用制限あり:１０５円 配信中
北斗の拳　世紀末麻雀伝説 北斗 au その他 テーブルゲーム 対応 315円/1ダウンロード 配信中
北斗の拳　世紀末麻雀伝説 北斗 docomo その他 テーブルゲーム 対応 210円/1ダウンロード 配信中
北斗の拳　世紀末麻雀伝説 北斗 SoftBank その他 テーブルゲーム 対応 210円/1ダウンロード 配信中

一般展示

出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄

蘭島物語　レアランドストーリー　少女の約定 PSP その他 シュミレーション 　 5,040円 2009年春　
ギルティギアイグゼクスアクセントコアプラス PSP その他 対戦格闘 対応 3,990円 発売中
ギルティギア２　オーヴァチュア Xbox360 その他 メーレーアクション 対応 8,190円 発売中
ブレイブルー その他 アーケード その他 対戦格闘 予定 2008年冬　

アイレムソフトウェアエンジニアリング 戦国絵札遊戯 不如帰-HOTOTOGISU- 乱 PSP シミュレーション 対応 5,040円 予定 2008年11月　
新作タイトル その他 未定 その他 未定 未定
剣と魔法と学園モノ。 PSP ロールプレイング 5,040/税込円 発売中 2008年6月26日

天誅 ４ Wii その他 忍者アクション 7,140/税込円 予定 2008年10月23日

侍道３ PS3 その他 アクション・アドベンチャー 　 予定 2008年秋
タイトル未定 PC その他 MMORPG 対応 未定
新作タイトル１ その他
新作タイトル２ その他
ザ・キング・オブ・ファイターズ ２００２ アンリミテッド マッチ PS2 その他 対戦格闘 　 未定
ADK魂 PS2 その他 未定
サムライスピリッツ 六番勝負 PSP その他 剣戟対戦 対応 未定
キミの勇者 ニンテンドーDS ロールプレイング 5,040円 確定 2008年10月23日
ザ・キング・オブ・ファイターズ’９８　アルティメット マッチ Xbox360 Xbox LIVE アーケード その他 対戦格闘 対応 未定
ザ・キング・オブ・ファイターズ　トゥエルブ その他 アーケード その他 対戦格闘 未定
Days of Memories～風舞う都でつかまえて！～ docomo シミュレーション 20pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 配信中
Days of Memories～風舞う都でつかまえて！～ SoftBank シミュレーション 315円 配信中
Days of Memories～僕と彼女と古都の恋～ docomo シミュレーション 20pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 配信中
Days of Memories～僕と彼女と古都の恋～ SoftBank シミュレーション 315円 配信中
メタルスラッグ マーズパニック docomo その他 アクションシューティング 20pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 配信中
メタルスラッグ マーズパニック SoftBank その他 アクションシューティング 315円 配信中
メタルスラッグ ウォーリアーズ au その他 アクションシューティング 315円 配信中
メタルスラッグ ファイターズ au その他 アクションシューティング 315円 配信中
白い花 月に舞う docomo その他 ビジュアルノベル 30pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 配信中
エリカリ 第一章 docomo その他 ビジュアルノベル 10pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 配信中
二度目のキス docomo シミュレーション 20pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 配信中
どきどき魔女神判！ 第１話 docomo アドベンチャー 30pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 配信中
神たま～SNKスロットパニック～ docomo その他 パチスロシミュレータ 20pt ※「アプリ取り放題コース（月額315円）」はポイント消費なし 配信中
神たま～SNKスロットパニック～ SoftBank その他 パチスロシミュレータ 月額315円 ※「アプリ取り放題コース（月額315円）」はポイント消費なし 配信中
超お父さん２～SNKスロットパニック～ docomo その他 パチスロシミュレータ 20pt ※「アプリ取り放題コース（月額315円）」はポイント消費なし 配信中
餓狼伝説SPECIAL～SNKスロットパニック～ docomo その他 パチスロシミュレータ 20pt ※「アプリ取り放題コース（月額315円）」はポイント消費なし 配信中
餓狼伝説SPECIAL～SNKスロットパニック～ SoftBank その他 パチスロシミュレータ 月額315円 ※「アプリ取り放題コース（月額315円）」はポイント消費なし 配信中

 アクワイア

SNKプレイモア

発売日

アークシステムワークス　

プラットフォーム

メディア・マジック

ジャンル

インターチャネル

※出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 7/11



「東京ゲームショウ2008」出展タイトル第1弾　　　 2008/9/3
出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄ジャンルプラットフォーム 発売日

シスタークエスト～SNKスロットパニック～ docomo その他 パチスロシミュレータ 20pt ※「アプリ取り放題コース（月額315円）」はポイント消費なし 配信中
シスタークエスト～SNKスロットパニック～ SoftBank その他 パチスロシミュレータ 月額315円 ※「アプリ取り放題コース（月額315円）」はポイント消費なし 配信中

NTTドコモ 未定 その他

ＳＰＯＲＥ PC シミュレーション 対応 オープン価格 確定 2008年9月5日

ぼくとシムのまち　キングダム Wii シミュレーション 6,090円 予定 2008年10月30日

ぼくとシムのまち　キングダム ニンテンドーDS シミュレーション 4,980円 予定 2008年冬
ＦＩＦＡ　０９　ワールドクラスサッカー PS3 スポーツ 対応 7,665円 予定 2008年11月
ＦＩＦＡ　０９　ワールドクラスサッカー PSP スポーツ 対応 5,040円 予定 2008年11月
ＦＩＦＡ　０９　ワールドクラスサッカー Xbox360 スポーツ 対応 7,665円 予定 2008年11月
ＦＩＦＡ ０９ ＡＬＬ ＰＬＡＹ Wii スポーツ 対応 6,090円 予定 2008年11月
マーセナリーズ2　ワールド イン フレームス PS3 アクション 対応 7,665円 予定 2008年11月20日

マーセナリーズ2　ワールド イン フレームス Xbox360 アクション 対応 7,665円 予定 2008年11月20日

ミラーズエッジ PS3 アクション 対応 7,665円 未定 2008年11月　
ミラーズエッジ Xbox360 アクション 対応 7,665円 未定 2008年11月　

芸者東京エンターテインメント 電脳フィギュア　ＡＲｉｓ（アリス） PC その他 対応 予定 2008年秋
采配のゆくえ ニンテンドーDS アドベンチャー 　 5,040円 予定 2008年10月23日

真・三國無双５ Special PS2 アクション 7,140円 確定 2008年10月2日
ジーワン ジョッキー Wii 2008 Wii アクション 対応 6,090円 確定 2008年9月18日

ネオ アンジェリーク Special PSP アドベンチャー 5,040円 確定 2008年9月20日

信長の野望 Online PC ロールプレイング 対応 1,260円/30日 サービス中
信長の野望 Online PS2 ロールプレイング 対応 1,260円/30日 サービス中
大航海時代 Online PC ロールプレイング 対応 1,575円/30日 サービス中
三國志 Online PC ロールプレイング 対応 1,575円/30日 サービス中
真・三國無双 Online PC アクション 対応 基本プレイ無料/アイテム課金 サービス中

 costy ヨルユメノサクラ PC アドベンチャー 未定 予定 2009年春　
工房稲妻組 ぺこぱに～はらぺこぱにっく～ PC シューティング 未定 1,500円 予定 2008年8月24日

ジーデータ・インターネットセキュリティ PC その他 オンラインゲームセキュリティ 対応 7,140円 （１ユーザー版） 発売中 2007年冬
ジーデータ・トータルケア PC その他 オンラインゲームセキュリティ 対応 8,190円 （１ユーザー版） 発売中 2007年冬
Wiiウェア最強銀星将棋 Wii その他 テーブル 500 Wiiポイント 配信中
Wiiウェア最強銀星囲碁 Wii その他 テーブル 500 Wiiポイント 配信中
Wiiウェア最強銀星チェス Wii その他 テーブル 500 Wiiポイント 配信中
Wiiウェア最強銀星リバーシ Wii その他 テーブル 500 Wiiポイント 配信中
Wiiウェア最強銀星麻雀 Wii その他 テーブル 500 Wiiポイント 予定 2008年10月7日

Wiiウェア最強銀星五目並べ Wii その他 テーブル 500 Wiiポイント 予定 2008年11月4日

世界最強銀星囲碁8 PC その他 テーブル 対応 13,440円 発売中
世界最強銀星将棋7 PC その他 テーブル 対応 10,290円 発売中
遊んで囲碁が強くなる！銀星囲碁 ニンテンドーDS その他 テーブル 4,980円 発売中
遊んで囲碁が強くなる！銀星将棋 ニンテンドーDS その他 テーブル 4,980円 発売中
最強銀星モバイル（ダウンロード課金） au その他 テーブル 対応 210～315円/1ダウンロード 配信中
最強銀星モバイル（月額課金） au その他 テーブル 315円/月 配信中
○●銀星囲碁★将棋 docomo その他 テーブル 315円/月 配信中
銀星囲碁・将棋S！アプリ SoftBank その他 テーブル 210～315円/1ダウンロード 配信中

銀星テーブルゲームズWii Wii その他 テーブル 3,990円 予定 2008年10月23日

龍が如く3 PS3 その他 アクションアドベンチャー 未定 未定
428 ～封鎖された渋谷で～ Wii その他 サウンドノベル 未定 予定 2008年　
ソニック ワールドアドベンチャー PS3 その他 超音速＆パワフルアクションアドベンチャー 未定 予定 2008年冬
ソニック ワールドアドベンチャー Xbox360 その他 超音速＆パワフルアクションアドベンチャー 未定 予定 2008年冬
ソニック ワールドアドベンチャー Wii その他 超音速＆パワフルアクションアドベンチャー 未定 予定 2008年冬

コーエー

エレクトロニック・アーツ

SNKプレイモア

 シルバースタージャパン

 セガ

G DATA Software 

※出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 8/11
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カルドセプトDS ニンテンドーDS その他 トレーディングカード・ボードゲーム 対応 ¥4.800/¥5.040円 確定 2008年10月16日

無限航路（仮称） ニンテンドーDS ロールプレイング 未定 予定 2009年
ブレイザードライブ ニンテンドーDS その他 MYSTICKERバトルRPG 未定 予定 2008年冬
不思議のダンジョン 風来のシレンDS2 ～砂漠の魔城～ ニンテンドーDS その他 ダンジョンRPG 対応 ¥4.800/¥5.040円 予定 2008年冬

Lager Network Technologies Inc. KING of KINGS 3 PC online game ロールプレイング 対応 Free アイテム課金 未定 2009年
テイルズ　オブ　ヒーロズ（天関戦記） PC ロールプレイング ２Ｄ横スクロールＭＭＯ 対応 アイテム課金 サービス中 2008年6月上旬

ファイティング サッカーOnline PC スポーツ カジュアルＭＭＯ 対応 アイテム課金 予定 2008年冬
SIMPLE DSシリーズ Vol.44　THE ギャル麻雀 ニンテンドーDS その他 ギャル麻雀 2,800円 予定 2008年9月25日

マジカル頭脳パワー!! DS ニンテンドーDS その他 クイズ 3,990円 予定 2008年
幕末恋華・新選組 ＤＳ ニンテンドーDS アドベンチャー 4,410円 限定版：6,510円(税込） 予定 2008年11月13日

UNKNOWN SOLDIER ～木馬の咆哮～ ニンテンドーDS アクション 5,040円 予定 2008年10月2日

RIZ-ZOAWD ニンテンドーDS ロールプレイング 予定 冬
 SIMPLE DSシリーズ Vol.43　THE ホストしようぜ！ ～ＤＸナイトキング～ ニンテンドーDS アドベンチャー 2,800円 予定 2008年9月25日

デトロイト・メタル・シティＤＳ～デス・シャウト～ ニンテンドーDS その他 デスメタルゲーム 5,040円 予定 2008年10月
VitaminY ニンテンドーDS その他 ビタミン補給系ミニゲーム集 4,410円 予定 2008年10月30日

 バンダイナムコゲームス 未定 その他

キャッスルクラッシャーズ Xbox360 アクション 対応 1,200ポイント 発売中

エイリアンホーミニッドＨＤ Xbox360 アクション 対応 800ポイント 発売中

iWear VR920 PC 周辺機器 対応 59,900円 発売中 2007年秋中旬

iWear AV920 その他 AV機器全般 周辺機器 未定 49,900円 発売中 2007年冬上旬
トランスコスモス ミートミー PC その他 ３Dインターネット 対応 無料 配信中 2008年4月8日

天誅 ４ Wii アクション 未定 7,140円 確定 2008年10月23日

ニンジャブレイド Xbox360 アクション 未定 未定 未定 2009初頭
アークライズ ファンタジア Wii ロールプレイング 未定
アヴァロンコード ニンテンドーDS ロールプレイング 対応 5,229円 予定 2008年10月16日

ルーンファクトリー フロンティア Wii ロールプレイング 7,140円 予定 2008年11月27日

朧村正妖刀伝（仮題） Wii アクション 未定
王様物語 Wii ロールプレイング 未定
家庭教師ヒットマン REBORN! 禁断の闇のデルタ Wii アクション 対応 7,329円 予定 2008年11月20日
家庭教師ヒットマン REBORN! 禁断の闇のデルタ PS2 アクション 7,329円 予定 2008年11月20日

純情ロマンチカ ～恋のドキドキ大作戦～ PS2 アドベンチャー 7,329円 限定版：9,429円 予定 2008年11月27日
ゼロの使い魔 迷子の終止符と幾千の交響曲 PS2 アドベンチャー 7,329円 限定版：9,429円 予定 2008年10月23日

一騎当千 Eloquent Fist PSP アクション 5,229円 限定版：9,429円 予定 2008年10月2日
To LOVEる-とらぶる-　ドキドキ！臨海学校編 PSP アドベンチャー 5,229円 限定版：7,329円 予定 2008年9月25日
To LOVEる-とらぶる- ワクワク！林間学校編 ニンテンドーDS アドベンチャー 5,229円 限定版：7,329円 確定 2008年8月28日
赤川次郎ミステリー 月の光 ―沈める鐘の殺人― ニンテンドーDS アドベンチャー 3,990円 予定 2008年11月13日

牧場物語 わくわくアニマルマーチ Wii シミュレーション 対応 7,140円 予定 2008年10月30日
ゲームをしながら会話を楽しむ！ボイスチャットDS ニンテンドーDS その他 コミュニケーション／ボード 対応 3,480円 予定 2008年11月下旬

ＮＤＳセンヨウカードポケット３ ニンテンドーDS 周辺機器 　 315円 発売中
ＮＤＳシリーズ用　カードポケット６＋ ニンテンドーDS 周辺機器 420円 発売中
液晶保護フィルムＬｉｔｅ ニンテンドーDS 周辺機器 630円 発売中
ＮＤＳＬ液晶ガードＡＲ＋タッチスクリーン ニンテンドーDS 周辺機器 840円 発売中
液晶保護フィルム下画面用 ニンテンドーDS 周辺機器 315円 発売中
ストレッチタッチペンＬｉｔｅ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
ストレッチタッチペンＬｉｔｅ　アイスＢ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
ストレッチタッチペンＬｉｔｅ　Ｅネイビー ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
ストレッチタッチペンＬｉｔｅ　Ｎピンク ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
ストレッチタッチペンＬｉｔｅ　Ｊブラック ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中

 セガ

 ディースリー・パブリッシャー

マーベラスエンターテイメント 

WINKING ENTERTAINMENT CORPORATION

the Behemoth

Vuzix Corporation

フロム・ソフトウェア

 モリゲームズ

※出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 9/11
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ストレッチタッチペンＬｉｔｅ　Ｇシルバー ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
ストレッチタッチペンＬｉｔｅ　Ｍロゼ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
ストレッチタッチペンＬｉｔｅ　Ｃ／Ｂ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
スマートショルダーＬｉｔｅポケモン　ヒコ ニンテンドーDS 周辺機器 1,575円 発売中
スマートショルダーＬｉｔｅポケモン　ピカ ニンテンドーDS 周辺機器 1,575円 発売中
スマートショルダーＬｉｔｅポケモン　ＤＰ ニンテンドーDS 周辺機器 1,575円 発売中
スマートタッチペン　ホワイト ニンテンドーDS 周辺機器 420円 発売中
スマートタッチペン　ブルー ニンテンドーDS 周辺機器 420円 発売中
スマートタッチペン　ネイビー ニンテンドーDS 周辺機器 420円 発売中
スマートタッチペン　ピンク ニンテンドーDS 周辺機器 420円 発売中
スマートタッチペン　ブラック ニンテンドーDS 周辺機器 420円 発売中
スマートポーチＬｉｔｅ６　ブラック ニンテンドーDS 周辺機器 840円 発売中
スマートポーチＬｉｔｅ６　ネイビー ニンテンドーDS 周辺機器 840円 発売中
スマートポーチＬｉｔｅ６　ブルー ニンテンドーDS 周辺機器 840円 発売中
スマートポーチＬｉｔｅ６　ピンク ニンテンドーDS 周辺機器 840円 発売中
スマートポーチＬｉｔｅ６　ホワイト ニンテンドーDS 周辺機器 840円 発売中
スマートポーチＬｉｔｅ６　イエロー ニンテンドーDS 周辺機器 840円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓポーチ　ホワイト ニンテンドーDS 周辺機器 945円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓポーチ　スモーキーベージュ ニンテンドーDS 周辺機器 945円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓポーチ　スモーキーピンク ニンテンドーDS 周辺機器 945円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓポーチ　スモーキーグリーン ニンテンドーDS 周辺機器 945円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓポーチ　スモーキーイエロー ニンテンドーDS 周辺機器 945円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓポーチ　スモーキーオレンジ ニンテンドーDS 周辺機器 945円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓポーチ　ブラック ニンテンドーDS 周辺機器 945円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓ　ストレッチタッチペン　Ｗ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓ　ストレッチタッチペン　ＳＢ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓ　ストレッチタッチペン　ＳＰ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓ　ストレッチタッチペン　ＳＧ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓ　ストレッチタッチペン　ＳＹ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓ　ストレッチタッチペン　ＳＯ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓ　ストレッチタッチペン　ＢＫ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓ　フィルム＋クロスピンク ニンテンドーDS 周辺機器 682.5円 発売中
Beisis　ポーチL　パールホワイト ニンテンドーDS 周辺機器 1,890円 発売中
Beisis　ポーチL　パールピンク ニンテンドーDS 周辺機器 1,890円 発売中
Ｗｉｉ専用　サイドスタンド Wii 周辺機器 1,890円 発売中
カードポケット３ポケモン ニンテンドーDS 周辺機器 473円 予定 2008年9月13日
スマートＬｉｔｅポケモン　ダークライ ニンテンドーDS 周辺機器 1,365円 予定 2008年9月13日
スマートＬｉｔｅポケモン　ディアルガ ニンテンドーDS 周辺機器 1,365円 予定 2008年9月13日
スマートＬｉｔｅポケモン　パルキア ニンテンドーDS 周辺機器 1,365円 予定 2008年9月13日

 ユードー エアロギター Wii Wiiウェア その他 音楽ゲーム 　 800ポイント Wiipoints 確定 2008年9月9日
レイトン教授と最後の時間旅行 ニンテンドーDS ロールプレイング 予定 2008年秋
イナズマイレブン新作 その他 未定 ロールプレイング 未定

キッズコーナー

出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄

ぼくとシムのまち　キングダム Wii シミュレーション 6,090円 予定 2008年10月30日

ぼくとシムのまち　キングダム ニンテンドーDS シミュレーション 4,980円 予定 2008年冬

プラットフォーム ジャンル 発売日

エレクトロニック・アーツ

 レベルファイブ

 モリゲームズ

※出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 10/11
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コーエー GABU★GABU プラネット ニンテンドーDS アクション 対応 5,040円 確定 2008年9月25日

ソニー・コンピュータエンタテインメント リトルビッグプラネット PS3 アクション 未定 5,980円 予定 2008年10月30日

森のカフェテリアDS　おしゃれなカフェレシピ（仮） ニンテンドーDS アクション 5,040円 予定 2008年12月

のりもの王国ＤＳ　～ＹＯＵ！運転しちゃいなよ！～ ニンテンドーDS シミュレーション 3,990円 確定 2008年8月28日

フロム・ソフトウェア ロンＱ！ハイランド ｉｎ ＤＳ ニンテンドーDS パズル 対応 4,095円 発売中 2008年8月7日

 レベルファイブ イナズマイレブン新作 その他 ロールプレイング

 ディースリー・パブリッシャー

※出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 11/11


