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報道関係各位                                                2013年 8月 30日  
 

東京ゲームショウ2013主催者情報 
 

・出展社数は過去最多の３４２社に！ 
・新設６コーナーに６９社が出展 

・８月末時点の出展予定タイトルも公式サイトで公表 

次世代機向けタイトルのほか、スマートフォン・タブレット向けタイトルも多数登場 

 

一般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 2013（主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会［略称：CESA、会長：鵜之

澤 伸］、共催：日経 BP社［社長：長田 公平］）では、8月 30日現在の主催者情報を発表します。 

 

～出展社は過去最多の３４２社に！～ 
本日時点での出展社数は 342 社（うち海外 153 社）となり、昨年の出展社数 209 社（うち海外 83 社）を大きく

上回る過去最多の出展社数となりました。 

 
～新設コーナーにも多彩な出展社が！～ 

本年より新設する「クラウドゲーミングコーナー」「乙女ゲームコーナー」「インディーズゲームコーナー」「スマ

ートフォン・アクセサリー・コレクション」「コスプレコーナー」「ビジネススタートアップコーナー」には、新設コーナ

ー全体で、初参加を含む計 69 社に上る多彩な出展社がそろいました（インディーズゲームコーナーには個人

開発者の出展を含みます）。ゲームの楽しさをもっと広げてくれる、新設コーナーに、どうぞご期待ください。 

◆各コーナーの出展社一覧は別紙をご参照ください 

 
 

～出展予定タイトルを公式ホームページに随時アップします！～ 

出展各社からの申請による出展予定タイトル情報を本年より、東京ゲームショウ公式サイト内「メディアの方

へ」のページにて公表し、随時アップデートします。出展予定タイトル数は 8月 30日現在で合計 346タイトルと

なりました。 

 

東京ゲームショウ公式ホームページ http://tgs.cesa.or.jp/ 

 

今年の特徴として、年内に発売が予定されているプレイステーション ４、Xbox One 向けのタイトルの出展が

予定されているほか、インターネット回線を経由してクラウド上にあるゲームを楽しむクラウドゲーミング用の

タイトルや、昨年に引き続き、スマートフォン向けタイトルも多数出展される見込みです。 

 

各社の出展予定タイトル、ブース情報およびイベント情報については、随時更新していきますので、最新情報

は TGS公式ホームページでご確認ください。 

http://tgs.cesa.or.jp/


 

 

 

 

「東京ゲームショウ2013」会場内での一部のゲームタイトルの試遊について 
｢東京ゲームショウ2013｣では、ＣＥＳＡ倫理規定・ＣＥＲＯ倫理規定の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。 

 

 
 
 

 

名 称  東京ゲームショウ 2013（TOKYO GAME SHOW 2013） 

主 催 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA） 

共 催  日経BP社 

後 援  経済産業省 

会 期  2013年9月19日（木）  ビジネスデイ 10：00～17：00 

会 期  2013年9月20日（金）  ビジネスデイ 10：00～17：00 

会 期  2013年※ビジネスデイは、ビジネス関係者およびプレス関係者のみのご入場となります。 

会 期  2013年9月21日（土）  一般公開日  10：00～17：00 

会 期  2013年9月22日（日）  一般公開日  10：00～17：00 

会 期  2013年※一般公開日は、状況により、9:30に開場する場合があります。 

会 場  幕張メッセ （千葉県千葉市美浜区） 

 展示ホール1～9／イベントホール／国際会議場 

来場予定者場  20万人（予定） 

出展社数  342社（8月30日現在） 

入 場 料  一般（中学生以上）・・・・・・・前売1,000円/当日1,200円 

（一般公開日）  小学生以下・・・・・・・・・・・・・入場無料 

  TGSサポーターズクラブ・・・前売3,000円 

 

 
 
 

 

「東京ゲームショウ 2013」 開催概要 



2013年8月30日現在

コーナー 出展社名 コーナー 出展社名 コーナー 出展社名
アークシステムワークス OUTBLAZE 香港 アーキテクト
i-style Project イオシス アークサン・テクノロジー
アスキー・メディアワークス インターネットイニシアティブ Adways 中国
WARGAMING JAPAN ウィアー・エンジニアリング アピリッツ
AT-X ウェーブモーション INFOBIP マレーシア
エレクトロニック・アーツ Kazooloo/Nordau Creative イスラエル エンザイム
エンターブレイン ガンバレル Keywords International アイルランド

オランダ・ゲーム・フロント　オランダ王国大使館経済クラスター オランダ GiGi GASH PLUS 台湾
　AMX Engamesment オランダ クエリーアイ サン・フレア
　Distimo/Interarrows オランダ クリプトン・フューチャー・メディア CRI・ミドルウェア
　Newzoo/Interarrows オランダ 芸者東京エンターテインメント スングーラ
　ブースターメディア オランダ GAME INSIGHT ロシア/米国 ZPLAY 中国
カーネギーメロン大学　エンターテイメントテクノロジーセンター ゲームセイバー ダグミュージック
カプコン サーチフィールド ネクストステージ
ガンホー・オンライン・エンターテイメント ザイザックス バースデーソング音楽出版 ローカライズ事業部 "WINDWARD"

グリー サイバード Binari Sonori Asia
ゲームの電撃 G with U ファミキャリ！
コーエーテクモゲームス SECRET CHARACTER タイ Fiksu 米国
三陽プレシジョン ジースタイル フォントワークス
Gクラスタ・グローバル JSC GAMES 韓国 富士ゼロックス
SWISS GAMES スイス 6waves 香港 Machina Wearable Technology メキシコ
スウェーデンパビリオン スウェーデン スペックコンピュータ メタップス
　ウプサラ大学ゲームデザイン学科 スウェーデン スマイルブーム モリサワ
　Ozma スウェーデン 全力エージェンシー ユニコン シンガポール
　スウェーデン大使館 スウェーデン TOYCAT 韓国 ライデリ
　スウェーデン・日本コンバージョンメディア交流会 スウェーデン 同南商事 Ringmasters
　Tobii スウェーデン ハートビット at+link
スクウェア・エニックス ハッピーミール 兼松エレクトロニクス
SteelSeries デンマーク HAYABUSA クララオンライン
セガ ハ・ン・ド TELINDUS TELECOM LUXEMBOURG ルクセンブルク

ソニー・コンピュータエンタテインメント ファイブゲート ブロケード コミュニケーションズ システムズ
台湾ゲーム館 台湾 北海道IT推進協会 モノビット
　ACHTUNG! 台湾 北海道モバイルコンテンツ推進協議会 上海アーツユナイテッドソフトウェア 中国
　Art and Mobile Entertainment 台湾 Macau Cultural Industry Association Board Games マカオ DICO
　Dept. of Multimedia and Game Science, Lunghwa University of Science and Technology 台湾 メディア・マジック ネッチ
　Interserv International 台湾 Rayark 台湾 アークサン・テクノロジー
　Joymaster 台湾 AVerMedia Technologies 台湾 App Annie 中国
　MacroWell OMG Digital Entertainment 台湾 アンサー アピリッツ
　MBOX 台湾 拡張兵法　交陣們 インタースペース
　NoahGames Studio 台湾 ゾックス WARGAMING JAPAN
　PlayCoo 台湾 マッドキャッツ SNKプレイモア
　Unalis 台湾 ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー ORIGINAL FORCE 中国
　VPON 台湾 ルームワークス CABALS: THE CARD GAME フィンランド
　XPEC Entertainment 台湾 NTTぷらら ガンホー・オンライン・エンターテイメント/グラヴィティ/ネオサイオン

　Zealot Digital International 台湾 ユビタス QLOC ポーランド
　台湾貿易センター 台湾 アルカナ・ファミリア CRYTEK ドイツ
電撃オンライン エイタロウソフト gloops
電撃PlayStation エレメンツリー Games from Spain スペイン
日本AMD ザイザックス 　A Crowd of Monster スペイン
日本ファルコム サン電子 　Abylight スペイン
日本マイクロソフト ボルテージ 　Delirium Studios Evolution スペイン
Numark 米国 アシストウィッグ 　FX Interactive スペイン
ノーコン・キッド製作委員会 SMKT 　G4M3 スペイン
ハピネット コスパ 　IRON BELT STUDIOS スペイン
バンダイナムコゲームス INDONESIA GAME STUDIOS インドネシア 　JANDUSOFT スペイン
Vuzix 米国 　Agate Studio インドネシア 　JOKOGA INTERACTIVE スペイン
4Gamer.net 　Altermyth インドネシア 　Moonbite Games スペイン
ブシロード 　Artoncode インドネシア 　PLUNGE INTERACTIVE スペイン
ブロードメディア 　Touchten インドネシア 　Pulsar Concept スペイン
プロトタイプ SINGAPORE INDIE STUDIOS シンガポール 　TECNALIA RESEARCH & INNOVATION スペイン
ベセスダ 　Boomzap シンガポール 　Unkasoft (Babeldreams) スペイン
ポケラボ 　Daylight Studios シンガポール 　STAGE CLEAR STUDIOS スペイン
モリゲームズ 　Inzen Studio シンガポール ＫＯＮＡＭＩ
ロケットカンパニー 　LambdaMu Games シンガポール Zucks
アークシステムワークス 　Red Hare Studios シンガポール 上海アーツユナイテッドソフトウェア 中国
アルケミスト 　Witching Hour Studios シンガポール シンセシス・アジア
カプコン THAI GAME SOFTWARE INDUSTRY ASSOCIATION タイ SponsorPay ドイツ
ゲームセンターCX 日本アセアンセンター セプテーニ アメリカ 米国
コスパ 　Bru Innovedu Services ブルネイ・ダルサーラム dts Japan
サーファーズパラダイス 　Cinematicpro Services ブルネイ・ダルサーラム 東京証券取引所
三英貿易 　Itsybytes Company ブルネイ・ダルサーラム TrafficCaptain ドイツ
三和電子 　Sabay Digital Corporation カンボジア 日本アセアンセンター
スクウェア・エニックス 　Slekrith Film カンボジア VIRTUOS 中国
スクウェア・エニックス ミュージック 　Baros Creative Partner インドネシア Passion Republic マレーシア
セガ 　Castle Production インドネシア バンダイナムコゲームス
ダンガンロンパ希望ヶ峰学園購買部TGS出張所 　Digital Global Maxinema インドネシア Playdek 米国
デザエッグ 　Inmotion Digital & Oray Studios インドネシア レベルファイブ
トイズ・プランニング 　J.Spot - Augmented Reality インドネシア LEMON SKY ANIMATION マレーシア
日経BP社 　SignDegisn インドネシア インディーズゲームフェスタ
バンダイナムコゲームス 　Ministry of Information, Culture and Tourism ラオス 　ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン
ピカットアニメ 　Comics Corner マレーシア 2Dファンタジスタ
5pb./SCIENCE ADVENTURE TEAM 　Hezmedia マレーシア アスタリズム <NIGORO>
ブシロード 　Motiofixo マレーシア Childhood Studio 台湾
マッドキャッツ 　Whiz マレーシア Christine Love カナダ
IGTECH 韓国 　Alpha info-Tech ミャンマー サークルやまどん！
Akiba Factory 　MCIA(Myanmar Computer Industry Association) ミャンマー Crypt of the NecroDancer カナダ
ウルトラエックス 　Total Gameplay Studio ミャンマー eHooray 台湾
エイミックス 　Guhit Pinoy Animation フィリピン ELiDEA 台湾
ジェネシスカンパニー 　Holy Cow Animation & TeamApp フィリピン EZ Player Studio 台湾
ゼブラ 　Keybol Games フィリピン FullPowerSideAttack.com
同南商事 　Magma Studios シンガポール HeatPot Games 台湾
なでしこ 　Personae Studios シンガポール Henry Fernández ベネズエラ
ハクバ写真産業 　Tyler Projects シンガポール IGDA日本
Hamee 　XYZ Wave シンガポール JanduSoft スペイン
BitBay 　Advanced Intelligence Modernity タイ JSIDD
フロムウェスト 　Corecell Technology タイ Keitai 台湾
ラナタウン 　Game Square Interactive タイ KNIGHTFIGHT スウェーデン
アルケミスト 　Studio Hive タイ Lexaloffle Games
カプコン 　MISA Joint Stock Company ベトナム リンクキット
クッキングママ 　NCS Technology ベトナム Mintsprint 英国
グリー 　NganLuong ベトナム Muhammad A.Moniem 中国
ＫＯＮＡＭＩ（コナミ） 　NTQ Solution ベトナム N.Kobayashi
Gクラスタ・グローバル 　Tinhvan Outsourcing ベトナム なすびあん
セガ 　Vietnam Animation One Member Company ベトナム noshipu
ハッピーミール 　VTC Technology & Digital Content Company ベトナム Nyamyam 英国
バンダイナムコゲームス PHILIPPINES GAME STUDIOS フィリピン オニオンソフトウェア
ブシロード 　Job and Esther Technologies フィリピン Onipunks Studio 中国
ブロードメディア VIETNAM GAME STUDIOS ベトナム クアッドアロー
ロケーション 　GLASS EGG DIGITAL MEDIA ベトナム Qubit Games 台湾
アーツカレッジヨコハマ MALAYSIA GAME STUDIOS マレーシア Risu Studios ドイツ
麻生情報ビジネス専門学校 　Accurve Studios マレーシア Spooky Squid Games カナダ
穴吹学園　穴吹カレッジグループ 　Active Art Design マレーシア どっとびっと
アバテイ大学／スコットランド国際開発庁 英国 　Fun & Cool Ventures マレーシア Studio F#
ECCコンピュータ専門学校 　LEMON SKY ANIMATION マレーシア スタジオインデックス
WiZ 専門学校 国際情報工科大学校 　Mediasoft Entertainment マレーシア SummerTimeStudio
大阪エンタテインメントデザイン専門学校 　Passion Republic マレーシア Team Martini(チームマティーニ)
大阪総合デザイン専門学校 　Sherman3D マレーシア チーム モンケン
大阪電気通信大学　デジタルゲーム学科 　Terato Tech マレーシア Team PSC 台湾
太田情報商科専門学校 Visiontrick Media スウェーデン
神奈川工科大学 XIBALBA STUDIOS メキシコ
郷学舎　アルスコンピュータ専門学校 ざと
神戸電子専門学校
尚美学園大学
専門学校 九州デザイナー学院
専門学校 東京デザイナー学院
専門学校 東京ネットウエイブ
専門学校 ビーマックス
総合学園ヒューマンアカデミー
宝塚大学　東京メディア・コンテンツ学部
東京コミュニケーションアート専門学校（滋慶学園COMグループ）

東京実業高等学校
東京情報大学　学友会
東京デザインテクノロジーセンター専門学校（滋慶学園COMグループ）

東北電子専門学校
トライデントコンピュータ専門学校
名古屋工学院専門学校
新潟高度情報専門学校
新潟総合学院 新潟コンピュータ専門学校
日本工学院／東京工科大学
日本電子専門学校
沼津情報・ビジネス専門学校
バンタンゲームアカデミー
東日本デザイン＆コンピュータ専門学校
北海道情報大学

クラウド／
データセンター

パビリオン

ビジネス
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コーナー
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ニュースターズ
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ナー

スマートフォン・
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2013
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東京ゲームショウ2013　出展社一覧（出展コーナー別 50音順）
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