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出展社名 アークサン・テクノロジー （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

米国国防総省の実績があるハイレベルのセキュリティソリューション。『ドラゴンクエストⅩ　目覚めし五つの種族　オ
ンライン』をはじめ、様々なゲーム会社様のタイトルに採用いただいています。チート対策、ボット対策、サーバクロー
ン対策、海賊版対策。ソース改変せずに、スマホやPC等のあらゆるアプリケーションを保護します。Unity等の各種プ
ラットフォームをサポートし、Java/.NETにも対応します。
■共同出展：バーチャルコミュニケーションズ

出展社名 アーツカレッジヨコハマ （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

15年連続東京ゲームショウ出展を誇る横浜の専門学校。1年に「プログラム」、「CG」、「企画」、「サウンド」といった
ゲーム作りに必要な工程をすべて学び、7月までにゲームを1本作ります。2年から各自の適性を活かした専門職種の
勉強を行います。「職業実践専門課程認定校」で、ゲーム開発現場で活躍している講師とともに3年間で7本以上ゲー
ムを制作します。「遊び・楽しさ」にこだわった作品をプレイしに来てください。

出展社名 アイ・オー・データ機器 （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
超解像技術「ギガクリア・エンジンII」搭載ディスプレイ「GigaCrysta（ギガクリスタ）」をはじめとした、ゲームの世界観を
美しく再現するゲーミングディスプレイを展示いたします。ゲームの臨場感が高まる、より快適な環境でプレイできる
ディスプレイをぜひご体感ください。また、開発中の商品も一部、先行でご紹介いたします。

出展社名 IDC / GAMES （一般展示コーナー）

ブース概要
『ラグナロク・オンライン』をスペイン/トルコ/イタリア/フランス/ドイツ市場に、『CroNix』をEU市場に、『ジャギド・アライ
アンス・オンライン』、『ベルセルク: カタクリズム』、『Korner 5 (コーナーファイブ)』、『Spritted』、『NanoUP.com』、
Android端末向けVRストア 『Store MVR』などを取り扱っています。

出展社名 Auer Media & Entertainment （インディーゲームコーナー）

ブース概要

Auer Mediaは台湾現地のモバイルゲーム企業であり、只今6つの開発スタジオを持っており、社員数は150人程度で
す。自社開発を専念し、モバイルゲームを0からリリースまでの制作実績を持ち、去年は『真神オンライン』という最初
の自社スマホ向けオリジナルタイトルをリリースできました。今年6月にセガゲームス様との資本業務提携を開始しま
した。

出展社名 アサミズカンパニー （物販コーナー）

ブース概要
星のカービィグッズを物販しております。帽子、リュックサック、巻きタオル、顔型ループタオル、腕時計、レッスンバッ
グ、シューズケース、ナップサックを販売しています。カービィ・メタナイト・ワドルディ・デデデ大王グッズをぜひ！

出展社名 麻生情報ビジネス専門学校　福岡校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

3つの都市に12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。ゲーム系の学科では、コンピュータの
基礎からC/C++などのプログラミング言語を徹底的に学べるほか、UnityやUNREAL ENGINEなどの最新のゲームエ
ンジンを使用した実践的なゲーム制作手法を習得することができます。今年は学生作品の中でも選りすぐりのタイト
ルを展示します。また、CG系学科の静止画やCG映像なども多数出展します。会場で麻生の技術力を体験してくださ
い。

出展社名 アソビモ （一般展示コーナー）

ブース概要

スマートフォンで楽しめるフル3Dオンラインゲームが集結！ 人気絶頂の『アヴァベルオンライン』を筆頭に、大注目の
新作『トーラムオンライン』や『GODGAMES』はもちろん、未公開の完全新作タイトル発表やプロモーションムービー公
開、スペシャルゲスト＆開発プロデューサー登壇によるトークセッションなど、内容盛りだくさんの豪華ステージを開
催。アソビモブースでスマホゲームの新時代を体感してください！

イベント名 アソビモスペシャルステージ （仮）
開催日時 9/17～9/20

イベント内容
（出演者など）

アソビモが展開しているスマートフォン向けコンテンツのステージ。スペシャルゲストの登場や、人気タイトルの最新情
報、新タイトルの発表など盛りだくさんの内容で1日を通して皆様にお届けいたします。
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イベント名 インターバルステージ（仮）
開催日時 9/17～9/20

イベント内容
（出演者など）

スマートフォン向けフル3DMMORPG『アヴァベルオンライン』を使った、コンパニオンとのミニイベントを実施いたしま
す。

出展社名 安達学園グループ （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

安達学園グループは、東京デザイナー学院・東京ネットウエイブ・名古屋デザイナー学院・大阪デザイナー専門学校・
九州デザイナー学院など、全国に17校の専門学校を展開。業界のニーズに併せたデザイナー、クリエイターの育成
を行っています。各校の学生が制作したゲームやイラスト、映像作品などの展示と共に、50年以上の歴史と多くの卒
業生を業界に送り出した実績を、ぜひご堪能ください。

出展社名 App Annie （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

App Annieは世界のアプリ市場データと分析ツールの提供など、アプリ情報サービスを手がけております。当ブースで
は、無料で使える分析ツール『App Analytics』のご紹介から、世界中のアプリ市場動向を知ることのできる『Store
Intelligence』、アプリの利用状況を追跡できる『Usage Intelligence』等のご紹介をいたします。あらゆるアプリデータに
関するご質問にお答えしますので、是非ご相談ください。

イベント名 mini seminar
開催日時 9/17　11:30～、14:30～　・　9/18　11:30～、14:30～

イベント内容
（出演者など）

ブース内でミニセミナーを行います。ゲームアプリ市場の最新動向をお届けします。また、App Annieデータやツール
を使用した分析方法を解説します。

出展社名 アドウェイズ （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

アドウェイズは、スマートフォン広告配信サービス「AppDriver」、スマートフォンアプリ向け効果測定システム
「PartyTrack」、リリース前の新作アプリの事前予約サービス｢予約トップ10｣など、アジアを中心にサービスを展開して
おり、アプリの運用やグローバル展開に関するお悩みまで、すべて解決いたします！ 一般デイでは、ユーザー参加
型ゲームイベントサービス｢Gamix｣を公開。人気実況者と共に会場を盛り上げます！

出展社名 穴吹学園　穴吹カレッジグループ （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

今年で東京ゲームショウ出展９回目になる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。各種多彩な学科の中から、ゲーム系、コンピュータ系、デザイン系の卒業生および在校生が作成
したゲーム、ポスターおよび映像から厳選した作品を展示しております。ぜひブースで体験していただきたいと思いま
す。

出展社名 アピリッツ （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
株式会社アピリッツではPCブラウザゲームやスマートフォンネイティブアプリゲームなどのオンラインゲームを開発運
営しております。ブースでは最新の自社運営ゲームなどをたくさん展示しておりますので是非ご来訪ください。　※海
外展開や制作のご相談も承ります。

出展社名 アマゾンジャパン （一般展示コーナー）

ブース概要

TGS初出展のAmazonが「Amazon Androidアプリストア」と「Twitch」をご紹介します。ゲームが最大10%おトクに遊べる
「Amazonコイン」の割引クーポンをTGS来場者限定でプレゼント（※）します！ 開発者コーナーではインディーズを中
心にアプリ開発者の方々を全面的にサポート！ 世界最大のゲーム実況プラットフォーム「Twitch」特設ステージから
はゲーム業界のトップランナーを招いて生中継で配信します。（※配布枚数には限りがあります）

出展社名 アミューズメントメディア総合学院 （インディーゲームコーナー）

ブース概要

アミューズメントメディア総合学院　AMGゲームスは、大ヒットゲームにも採用されたUnreal Engine4を使用して在学生
だけで制作した市販ゲーム3作品を“Unrealチャレンジ”として東京ゲームショウ2015で公開します。スピード感あふれ
る『Sublight』、高所からの落下での破壊が爽快な『TOP QUAKE』、そして雰囲気を楽しみつつ風船を操作する『風船
と少年とイソギンチャク空に昇る』。実際に触ってクオリティを確かめてください！
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出展社名 アルスコンピュータ専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

「気軽に遊べる」「グループで遊べる」をコンセプトに、ゲームクリエイターコース（2年制）のバラエティ豊かなゲーム作
品を出展しています。4人対戦・４人協力のアクションゲームを、3点出展しておりますので、ぜひグループでお誘い合
わせの上、ご来場ください。さらに、CGデザイナー・CADコースとの「コラボレーション」による、内装デザインと出展作
品のイメージポスターでブースを彩ります。ぜひ遊びに来てください。

出展社名 アンビション （一般展示コーナー）

ブース概要

モバイルゲーム一筋、ユーザー様のおかげで10周年を迎えたアンビション。まっくす・ガッチマン・最終兵器俺達こー
すけといった有名ゲーム実況者と共に最新作『スプーキードア』『星彼Days』『あっきのじかん』を中心に、アンビション
の提供タイトルをご紹介してまいります。ステージの模様はニコニコ生放送でも配信予定。さらに飛び入りで意外なゲ
ストも登場!?

イベント名 ゲームのがっこう出張版 アンビション10th記念 超新作特番 「スプーキードア」
開催日時 9/19・9/20

イベント内容
（出演者など）

出演予定：まっくす、結月春菜　19日には最終兵器俺達こーすけさん、20日にはガッチマンさんが登場！

出展社名 ECCコンピュータ専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

日本ゲーム大賞2014 優秀賞W受賞校！ ゲーム企画、CG、プログラム分野で毎年数多くの卒業生をゲーム業界に
送り出している数少ない大阪府認可の専門学校。「専門力」「人間力」さらには「国際力」の教育に取り組み、将来的
にグローバルな環境下で働くことができる人材の育成に力を入れています。 高い開発スキルとユニークな思考で作
られた学生達の作品をぜひご覧ください！

出展社名 Initory Studios （インディーゲームコーナー）

ブース概要

『大声パパ』はパズルと対戦を融合した、多人数対戦可能なゲームです。パパは赤ちゃんと冒険します。各種類のブ
ロックが特別な属性を持っており、パパにエナジーを与え、敵を攻撃し、パパを強化するなど、ゲームプレイが豊富で
す。赤ちゃんも参戦可能です。『大声パパ』がUnity 5とWatchkitにより開発され、2015年に、WP・iOS・Androidにてリ
リースされます。

出展社名 いばらきクリエイターズハウス （インディーゲームコーナー）

ブース概要

「いばらきクリエイターズハウス」は茨城県つくば市にある、多種多様なクリエイターが集まる共同作業スペースです。
今回のブースにはその中から、スマートフォン・タブレット向けにRPGやシューティング、アクションゲームを制作してい
る「SHiFT-UP」と、大学が舞台のPC向けノベルゲーム『Campus Notes』を制作している「4th cluster」が出展します！
試遊台も用意します。ぜひお立ち寄りください！
■共同出展：4th cluster

出展社名 IMAGICA　イメージワークス （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

イマジカロボットグループの制作プロダクションです。2D／3Dを問わず、デジタルコンテンツの制作を幅広く行ってい
ます。スマートフォン、コンシューマ、アーケード…ジャンルを問わず、ご要望に応じてクオリティの高いグラフィック制
作やムービー制作を承っております。新規タイトルのお手伝い、既存タイトルのリニューアルなど、何でもご相談くださ
い。ブースにてお待ちしております！

出展社名 イルカアップス （インディーゲームコーナー）

ブース概要

当社は、パートナー企業との大規模アプリの受託開発から、カジュアルアプリ開発・配信も行っています。ブースで
は、おしりが前にある横スクロールシューティング『おしり前マン～OSIRIUS～』や、当社が企画・開発した『逆転裁判』
シリーズと「秘密結社 鷹の爪」がコラボした法廷バトル風吉田くん育成シミュレーション『逆転吉田』等のアプリの展示
を行う予定です。ぜひブースにお越しいただき、当社のアプリを触ってみてください。

出展社名 インティ・クリエイツ （インディーゲームコーナー）

ブース概要

Steam版『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト』を展示。初心者から上級者まで幅広く楽しめるシステムと、ハード
な世界観が好評を博したライトノベル2DアクションがついにSteamに登場!ド派手な雷撃が大画面狭しと稲光り、全10
曲のボーカル曲が君のプレイを盛り上げる!Steam版ではスピードランモードを追加搭載。さらに過激に、さらに高速に
進化したハイスピード&ハイテンションなアクションを君の手で体感しよう。
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出展社名 インドア （物販コーナー）

ブース概要
ANIPPON.は、ジャパニーズカルチャーである「GAME、MANGA、ANIME」をスニーカーで楽しめるファッションブランド
です。リリース予定作品、『SEGASATURN』『MEGADRIVE』『DREAMCAST』『MAD CATZ、STREET　FIGHTER』『ダン
ガンロンパ』など

出展社名 インフォレンズ （物販コーナー）

ブース概要
マインクラフトのフィギュアやＴシャツなど、日本最大規模の品揃えを実現！東京ゲームショウ用に特別に輸入した日
本では貴重なレア・アイテムも！　マインクラフトの正規ライセンス商品メーカーである、Jazwares社およびJ!NX社の
正規輸入販売代理店、InfoLensのアンテナショップです。

出展社名 WARGAMING　JAPAN （一般展示コーナー）

ブース概要

WARGAMING JAPANブースでは、話題のオンライン海戦ストラテジー『World of Warships』をはじめ、会員数1億人を
超えるオンラインタンクバトル『World of Tanks』シリーズの出品を行います。また、アニメ『ガールズ＆パンツァー』や
『蒼き鋼のアルペジオ-アルス・ノヴァ-』とのコラボレーションを実施し、関連グッズの配布も実施いたします。また、多
数のステージイベントもございますので、皆様のご来場心よりお待ちしております。

イベント名 Wargaming CEO ビクターキスリー新情報発表ステージ
開催日時 9/17　13:00～14:30

イベント内容
（出演者など）

Wargaming CEO ビクター・キスリーによる新作情報の発表ステージ。当日は新規パートナー代表者、ガールズアンド
パンツァー プロデユーサー 杉山潔、蒼き鋼のアルペジオ -アルスノヴァ- プロデユーサー 南健による先行情報の発
表などを交えた対談が行われます。

イベント名 ぶりたん！東京ゲームショウ特別編、公開収録ステージ
開催日時 9/19　11:00～12:00

イベント内容
（出演者など）

『World of Tanks』と『World of Tanks Blitz』を盛り上げるためのインターネット番組「ぶりたん！」の東京ゲームショウ
特別編の公開収録ステージ。メインパーソナリティーである声優のブリドカットセーラ恵美さん、 アシスタントに同じく
声優の小松真奈さんのふたりが東京ゲームショウで『World of Tanks』と『World of Tanks Blitz』を盛り上げるために頑
張ります。

イベント名 劇場版 蒼き鋼のアルペジオ －アルス・ノヴァ－ Cadenza スペシャルステージ
開催日時 9/19　（未定）

イベント内容
（出演者など）

アニメ『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-』に出演する声優3名によるスペシャルステージ。歌、トークを全てLIVE
で来場者にお届け。

イベント名 PCメーカー対抗トーナメント
開催日時 9/20　（未定）

イベント内容
（出演者など）

大手PCメーカーがWorld of Tanksでガチバトル！ ゲーミングPCを提供するメーカーは果たしてゲームも強いのか!?

出展社名 UWAN （インディーゲームコーナー）

ブース概要

縦シューティングとストラテジーゲームを組み合わせた新感覚戦略ゲーム『ライトニング・レイダース』が初登場!! プレ
イヤーは様々なステージにチャレンジするだけでなく、自分自身のステージを作ることも可能となっています。もはや
一人で戦うことはなく、共に戦う分隊を戦略的に展開することができるのです。英雄たちよ、戦場へ向けて出撃せよ！
ブースでは人気ゲーム『ライトニング・ファイター 2』の最新情報を発表しております。

出展社名 EIZO/MSI/SteelSeries （一般展示コーナー）

ブース概要

EIZO/MSI/SteelSeries3社合同ブースでは豪華ゲーミングデバイスが当たる3つのミッションを用意。事前情報を見逃
すな！ 【MISSION・1】4社のツイッターをフォロー。シリアルを持って会場へGO！ 【MISSION・2】PCゲーム大会勝利予
想抽選会！ 【MISSION・3】最新ゲーミングデバイスステージ じゃんけん大会！ 8ホールの入り口でお待ちしていま
す！
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イベント名 ＜MISSION・1＞ EIZO/MSI/SteelSeries/G2A ブース Twitterフォローキャンペーン（仮）
開催日時 9/17～9/20

イベント内容
（出演者など）

4社のTwitterアカウントをフォローしてプレゼントコードをGETしよう！ @EIZO_Global、@SteelSeriesJP、@MSI_JP、
@G2A_JPをフォローしシリアルコードをGET！ シリアルを持ってTGS2015当日ブースに来場すると、素敵なゲーミング
グッズをプレゼントします！ キャンペーンは9/初旬スタート！

イベント名 ＜MISSION・２＞ PCゲームトーナメント 勝利チーム予想プレゼント抽選会！(仮）
開催日時 9/19・9/20

イベント内容
（出演者など）

TGS2015 EIZO/MSI/SteelSeries/G2A ブースでは、Counter-Strike: Global Offensive、Dota 2といったPCゲームの
トーナメントやエキシビジョンマッチを実施。見事予想が的中した人の中から抽選でもれなく豪華景品をプレゼント！

イベント名 ＜MISSION・３＞ 最新ゲーミングデバイスステージ　参加者じゃんけん大会！
開催日時 9/17～9/20

イベント内容
（出演者など）

期間中開催される、各種PCゲーミングデバイスの最新情報ステージでは、ステージの最後に素敵な商品が当たる
じゃんけん大会を開催します。目玉商品も登場します。是非お見逃しなく！

出展社名 エイタロウソフト （ロマンスゲームコーナー）

ブース概要
「台湾」「香港」「マカオ」でも配信が決定した『マフィアモーレ☆』と『山の手男子』が装いも新たに登場。また、『マフィア
モーレ☆』新キャラ、リディオがVRデモ版として公開。3Dとなって登場するリディオのリアルな動きや仕草を体感する
ことが……。至近距離で彼と甘くときめく時間をお過ごしください。

出展社名 H2L （ゲームデバイスコーナー）

ブース概要

ウエアラブル型ゲームコントローラUnlimitedHand（アンリミテッドハンド）を展示します。最先端技術により、腕に巻くだ
けでユーザの手指とゲーム内のキャラクタの手指とを連動させ、ユーザは擬似的な触感も感じることもできます。
UnlimitedHandは、手でゲーム内のキャラを撫でたり、銃の反動を感じたりするなど、新しいユーザ体験を提供しま
す。ブースでは、初公開のデモや体験会を実施しています。

出展社名 エイトクロップス （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

adcropsは、アプリのインストール数に応じて広告料をお支払いいただくCPI（Cost Per Install）型の広告です。通常、
CPI型の広告ではアプリのインストール数を計測するために、トラッキング計測用SDK（SDK：ソフトウェア開発キット）
を導入する必要があり、機動的な出稿の妨げに場合もありますが、「adcrops」では、iOS、Androidともに、SDKの導入
の不要となります。

出展社名 エスカドラ （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

テレ東の人気キャラ「ナナナ」がなんとブースに！ 今年はテレビ東京キャラクターのナナナとコラボしたゲームアプリ
『ナナナde育成。』の展示を行います。Unity/Cocos2d-xを用いたゲーム開発ならエスカドラにお任せください！システ
ム開発、企画、設計、デザイン、サウンド、運用まで、トータルにご支援が可能です。ゲーム好きな社員がお待ちして
おりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
■共同出展：ビヨンド

出展社名 X.D.NETWORK （一般展示コーナー）

ブース概要
X.D. Network（XD.com） は、中国でブラウザとモバイルゲームの開発および配信を行う企業です。先日、Ragnarok
Online Mobile（中国版）配信権を獲得し、評価の高いモバイルゲームタイトルを東京ゲームショウ2015で披露すること
を発表したばかりです。

出展社名 nxTomo Games （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

nxTomo Gamesは日本のゲームコンテンツを世界のユーザーへ伝えていくために、様々な“ノウハウ”を持っていま
す。「バーコードフットボーラー」など常にランキング上位の売上をマークするコンテンツ実績があり、香港、台湾、東南
アジアをはじめ、世界各国で最も適した企画、開発、運営、マーケティングを行うパブリッシング企業です。海外展開
をお考えの際は、是非ブースまでお越しください。当社の特徴、詳細をご案内いたします。
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出展社名 NDP Media （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
世界最大級のCPI保証型アドネットワーク。世界224か国に24時間リアルタイム配信可能なオリジナルアフィリエイト
ネットワーク等、 スマートフォン広告ネットワークを中心に運営する弊社。

出展社名 NTT レゾナント （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

スマホアプリの検証のために、端末を大量に購入していませんか？ Remote TestKitは、リモートで実機検証ができる
サービスです。端末を購入しなくても、ご自身のPCからスマートフォン、タブレットを操作し、実機テストをすることがで
きます。当社で用意している国内外の300種類以上の端末を利用することができ、WEBブラウザの利用はもちろん、
アプリのインストールも簡単にすることができます。

出展社名 エムツー （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

エムツーが開発したキャラクターアニメーションツール「E-mote」「えもふり」は、イラストをそのまま立体的に動かせる
ツールです。3Ｄモデルや専用動画を用意する必要はなく、1枚絵から表情豊かなアニメーションをわずか2工程で作
れる効率的なツールです。会場では「E-mote」を使用した3Ｄパネル、さらに効率的、簡単になった新機能のデモンス
トレーション、新サービスおよび新プランのご提示をさせていただきます。

出展社名 エレクトロニック・アーツ （一般展示コーナー）

ブース概要

11月19日発売の『Star Wars™ バトルフロント™』の体験デモで、自分だけの「Star Wars™」の戦いの世界へ飛び込も
う！ ルーカスフィルムと数々の受賞歴で知られるFrostbite™ゲームエンジンの史上初の協力により生み出される
『Star Wars バトルフロント』では、映画「Star Wars」に登場する代表的なロケーションを舞台に、現実と見紛う映像と迫
力のアクションが展開。かつてないほどリアルに再現された臨場感あふれるインタラクティブ・エンターテインメント体
験をその手に。

出展社名 エンザイム （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

エンザイム：カナダのゲームQA会社です。お客様が海外でゲームをリリースされる際の様々なソリューションをご紹
介いたします。オーディオ・キネティック：時代をリードするクリエイターのためのゲームオーディオミドルウエアWwise。
最新機能をはじめ、Wwise採用タイトルをご紹介。カナダ大使館：カナダより、北米市場で活躍するゲームタイトル、パ
ブリッシングサービス、委託開発社、Holus（ホロディスプレイ）を提供する5社が来日します。
■共同出展：オーディオ・キネティック、在日カナダ大使館

出展社名 大阪コミュニケーションアート専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

本校は、3年間での「ベストクリエーター」育成を目的に開校以来、「業界と共に業界が必要とする人材を育成」する“
産学協同教育 ”を実践しております。その核となるのが「企業プロジェクト」です。現場と同様のプロセスを経て仕事を
学び、「売れるゲーム」を制作できる実践力を身に付けます。今回は、Unreal Engine 4を用い、Oculus Riftの性能を最
大限活かした2P共同通信ゲーム、および企業プロジェクトイラスト作品を展示いたします。

出展社名 大阪総合デザイン専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

各授業を通じたキャラクターデザイン作品、コンセプトアート作品のご紹介、学生が自主的に取り組んで来たゲーム
制作プロジェクト「エクレク」のご紹介とゲーム試遊コーナー、産学連携プロジェクトとして取り組んだ青森県ご当地ア
イドル「りんご娘」のキャラクターデザイン。大阪エンタテインメントデザイン専門学校との共同出展です。
■共同出展：大阪エンタテインメントデザイン専門学校、有限会社リンゴミュージック

出展社名 大阪電気通信大学　デジタルゲーム学科 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

『遊び』のデジタルコンテンツを教育・研究　ゲーム制作におけるテクノロジーとアートを総合的に学ぶ「大阪電気通信
大学デジタルゲーム学科」を中心に、本学学生の選抜作品を展示しています。TGSへの連続出展も今回９回目とな
り、次世代エンタテインメント・ビジネスの担い手となる学生たちのゲーム作品に加え、映像やイラストレーションなど
幅広いコンテンツを展示します。ぜひご高覧ください。
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出展社名 太田情報商科専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

本校のゲームクリエイタ学科では、自ら企画したゲームの制作を行っています。ブース内ではゲーム作品の試遊台を
設置します。ほかにもＣＧ業界、アニメ業界への就職を目指すコースの学生が作成した3D・2Dの動画上映と静止画展
示も行います。本校には学生が24時間利用できる校舎があり、授業中はもとより放課後や休日も利用して制作した
学生の力作を展示しますので、ぜひご覧ください。

出展社名 OPENREC by CyberZ （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

OPENRECはゲームプレイ動画を通じて、新たなエンターテイメントを提供します。ステージ企画では実況企画や対決
コンテンツなど一般のお客さま参加型のコンテンツも多数展開。ビジネスデイではe-sportsの今後など、ここでしか聞
けない業界秘話を多数お届けします。ブースでは、スマホならではのノベルティも沢山ご用意してお待ちしておりま
す！

出展社名 Oculus （一般展示コーナー）

ブース概要
Oculus Riftの最新プロトタイプを用意しております。来年の製品リリースを間近に控え、ローンチタイトルを複数ご体
験いただけますので、是非バーチャルリアリティの未来を感じてください！

出展社名 オランダパビリオン　オランダ王国大使館 （一般展示コーナー）

ブース概要

欧州の中心に位置し、大国に囲まれたオランダ。その地理的環境から、海外市場への適応能力に加え、多言語を操
る国民。さらに「産官学」が連携した産業振興の取り組みを背景にオランダのゲーム産業は目覚ましい成長を遂げて
います。 今年は、11社の個性と活力あふれるオランダのゲーム会社が、様々なジャンルのゲームとともに来日しま
す。オランダパビリオンで、Made in Hollandのゲームを存分にお楽しみください。
■共同出展：2Awesome Studio、BoosterMedia、Duckbridge、Excamedia、Gamestad、Knuist & Perzik、Maata Games
BV、Orangegames、Paladin Studios、Paprika Games、Vogelsap

出展社名 神奈川工科大学 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

ゲームスクールコーナーで毎年異彩を放つ、神奈川工科大学は情報メディア学科ゲームクリエイター特訓から生まれ
た学生作品３作品を展示します。2013年の地形リズムアクション『アオモリズム』、2014年の計算スキャンアクション
『はげピッ!ピッ!』に続く、ユニークでインパクトのある楽しい作品が楽しめます。穴場ネタをお探しの方は是非お立ち寄
りください。

出展社名 カプコン （一般展示コーナー）

ブース概要

11月28日（土）に発売が迫った『モンスターハンタークロス』の体験や、シリーズ初のRPG『モンスターハンター ストー
リーズ』の初試遊など、「モンスターハンター」シリーズを余す所なく展開！ 続々新キャラクターが発表されている『スト
リートファイターV』や、名作が新たな技術でよみがえった『バイオハザード0 HDリマスター』など、カプコンの人気シ
リーズ最新作が一挙に体験できるぞ。

出展社名 カプコン （ファミリーコーナー）

ブース概要

モンスターハンターシリーズの話題の3作品が登場！ニンテンドー3DSでは、モンスターハンターRPGプロジェクトの
『モンスターハンター ストーリーズ』と、9月10日に発売されたばかりの『モンハン日記 ぽかぽかアイルー村DX』が遊
べちゃう！さらに、アミューズメントカードゲームで大人気の『モンスターハンター スピリッツ』も無料で楽しめるぞ！
ブースにはアイルーも遊びに来るよ！

出展社名 カプコン （物販コーナー）

ブース概要
『モンスターハンター』シリーズをはじめとするカプコン人気ゲームのキャラクターグッズを販売いたします。最新の人
気商品や先行販売商品など、多数取り揃えております。

出展社名 神嵐遊戯 （インディーゲームコーナー）

ブース概要
台湾オリジナルのスマートフォン向け本格末日ゾンビRPG『末日の子』（iOS / Android）。個性溢れる仲間と出会い、
ゾンビを倒しながら、過酷な世界を生き抜こう！ 小説のようなボリュームの物語！面白い資源探索や特別な戦闘シ
ステム！ さらに【Live2D】によって、豊かな表現ができ、さらなるアニメのように動くキャラクターの魅力を感じよう！

7



東京ゲームショウ2015
出展ブース概要＆ブース内イベント一覧（50音順）

 2015/9/1

出展社名 GAMKIN （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

プレイヤーの位置情報、天候、気温、月の満ち欠け等のリアルデータに連動して日々ゲームの攻略性が変化する
『X-Tactics』(クロスタクティクス)！現代の都市伝説をモチーフとしたアクションSRPG、アクション性と戦略性を兼ね備
えた斬新なゲームシステムが特徴です。日々変化のあるゲーム性は、プレイヤーの頭脳と腕がバトルの決め手とな
ります。

出展社名 GAMKIN （インディーゲームコーナー）

ブース概要
当社は、ゲームというコミュニケーションを通じて、お客様とともに新しい社会や文化を創り出すことを企業理念とし、
日々「語作遊学」の精神をもってゲーム作りを行うクリエイター集団です。自社オリジナルゲーム『X-Tactics』（クロス
タクティクス)を皮切りに、今後も進化する技術やデバイスを研究し、新たなゲーム開発に挑戦して参ります。

出展社名 ガルボア （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

女子高生とタッグを組んで開発した話題のアプリ『おやじGirly（狩）』がいよいよ東京ゲームショウ2015でデビューしま
す。業界のスペシャルなゲストをお呼びするトークイベントも実施。ガルボア×JKチームが満を持して発表する『おや
じGirly(狩)』をガルボアブースでぜひ体感ください。さらに、オリジナルタイトル、海外で人気のタイトルあわせて30タイ
トルの中から選りすぐりのアプリも紹介いたします。

イベント名 イベント名未定
開催日時 9/17・9/19～9/20

イベント内容
（出演者など）

現役女子高校生（＝チームシンデレラ）の企画ゲーム『おやじGirly（狩）』リリース発表。ゲーム内コラボの「ちっちゃい
おっさん」をゲストに迎え、女子高校生の企画秘話や今後のゲーム展開、女子高校生が考える「Girlyなおやじ」紹介
冊子制作紹介など。出演：ちっちゃいおっさん、チームシンデレラ

出展社名 KOREA PAVILION （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

Korea Creative Content Agency「kocca」は韓国でのコンテンツ業界の促進を目指す企業を応援しています。文化産
業の成長を効率的にサポートするため、Korea Broadcasting Institute、Korea Culture and Content Agency、Korea
Game Industry Agencyなどが合併し、2009年5月7日に設立されました。
■共同出展：itreeworks、eTRIBE Inc.、SBA（Seoul Business Agency）、CREATIVE BOMB、GameUS Inc、JSC
GAMES Co., Ltd.、Gif Games、Softon Entertainmnet、TEGAsoft、Tritonesoft Inc.、noknok、Latis Global
Communication, Inc.、Vinyl Lab、Funigloo、PuttoEntertainment Co., Ltd.,、LEVEL9 inc.

出展社名 ガンバレル （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

スマートフォン向けパズルゲームアプリ『宇宙海賊ポップイ　～侵略の角犬たち～』をAndroid、iOSで配信中。角犬を
はじめとした、カクカクもふもふなキャラクターたちと一緒に食べ物を食い尽くすパズルゲーム『ポップイ』がさらにパ
ワーアップ、リニューアル！ 今秋リリースを予定している開発中アプリの展示を予定しています。特別ゲストに、アプ
リの公式プレイヤーの方々もブースに登場予定です。出演者はどなたか、お楽しみに！

出展社名 完美世界(北京)図絡技術 （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要
私たちが開発した新作ゲーム4タイトルを発表する予定です。米国における子会社のひとつである元ディアブロチー
ムの新作1本に、中国風のオリジナルゲームが3本の、合計4本を出展いたします。

イベント名 ニイハオ！〜キャラクターのコスプレ撮影会を開催〜
開催日時 9/19・9/20　（時間未定）

イベント内容
（出演者など）

PWのゲームキャラクターに扮したコスプレイヤーが登場。ゲームに登場するキャラのコスプレイヤーの写真撮影会を
開催いたします。

出展社名 QUBIT GAMES （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

Space Qubeの開発スタジオQubit Gamesは、一年間の研究開発を経て、 2015年冬、前作のキューブスタイルに続い
て、3Dロボットの携帯ゲーム『キューボット』をリリースする。今回の作品テーマはロボット大戦である。プレイヤーは
ゲーム上で、様々なロボットギアを収集し、機体を自由自在に組み合わせて、戦場に送り込み、敵と戦わせることが
できる。簡単爽快な操作で、シューティングやクラッシュが楽しめるとともに、多種多様なギアとキャラクターが、プレイ
ヤーに収集と組み合わせる楽しさを提供する。
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東京ゲームショウ2015
出展ブース概要＆ブース内イベント一覧（50音順）

 2015/9/1

出展社名 ギルドデザイン （スマートフォン・アクセサリー・コレクション 2015）

ブース概要
ギルドデザインのコラボレーションiPhone用バンパーの展示販売を行います。TGS期間中でしか購入できないレア商
品も沢山取り揃えています！ 高精度にレーザーマーキングされたロゴ、キャラクターの精細なグラフィックは必見！
是非当社ブースにお越しください。

出展社名 QuattroGear （インディーゲームコーナー）

ブース概要

QuattroGearはふたりのチームです。エドガー·アラン·ポーの作品をモチーフにするFullHDゴシックアクションRPG『ブ
ラックウィッチクラフト』を開発中で、2016年の夏、PS4、PS Vita、Xbox One、Steamにリリースする予定です。特殊な
能力を持った3人の魔女のいずれかを選択して 悪魔と戦います。攻撃、防御、回復など、それぞれの能力を持った使
い魔が戦闘を支援します。

出展社名 Google （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

Google は、9/17 (木)・18 (金)の2日間、3ホールのビジネスソリューションエリアに出展いたします。当日は、ゲームビ
ジネスを包括的にサポートするGoogleのさまざまなソリューションをご紹介します。また、開発インフラからプロモー
ション、マネタイズやデータ分析・評価に至るまで、各分野の専門家が参加者の皆さまのご相談やご質問を受け付け
ます。Android TVの新着ゲームも披露します。3ホールC12のブースにぜひお気軽にお立ち寄りください。

出展社名 Glass Egg Digital Media （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

ベトナム拠点の3D制作会社です。設立16年、3Dデザイナー約250名、3Dアウトソーシングにおいては業界最長経歴
のスタジオとして世界各国のスタジオとのプロジェクトに関わってきました。レーシングゲームの車両やサーキット、
ゲーム背景・キャラクターのモデリングを担当しています。様々なプロジェクトに対応しておりますので、ぜひブースに
お立ち寄りください。

出展社名 KLab （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

弊社は海外拠点を4か国に設置し、自社開発ゲームの海外展開を積極的に進めています。世界各国にゲーム配信を
行った実績を元にノウハウを蓄え、国内外ユーザーにも受け入れられるようなマーケティングやローカライズ体制を
構築しています。東京ゲームショウでは弊社の主要タイトルを複数展示しています。また、モバイルオンラインゲーム
開発SDKを開始しましたので、共同開発にご興味のある方はお気軽にお立ち寄りください。

出展社名 クララオンライン （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

素晴らしいゲームたちが国境を超えて多くの国のユーザに愛されるように、クララオンラインはゲーム事業者様の「海
外展開」をお手伝いします。海外でのセルフパブリッシングや海外パートナー選定において、私たちが長年IT事業者
として海外事業で培ったノウハウをもとにアドバイスを行います。条件交渉、契約の支援、ITインフラ手配まで一貫し
たサービスのご提供をしております。海外展開ならクララオンラインにお任せください。

出展社名 グリー （一般展示コーナー）

ブース概要

500万ダウンロードを突破した大ヒットドラマアクションRPG『消滅都市』を提供しているグリーのアプリ開発スタジオ
「Wright Flyer Studios」が新作ゲームを初公開！ 試遊体験、予告編映像の上映、多彩なステージイベントなど、ス
マートフォンゲームの楽しさを体験いただけるさまざまな企画をご用意しています。詳しくはグリーのWebサイトをご覧
ください。

イベント名 [おかげさまで500万ダウンロード突破]消滅都市ブース
開催日時 9/17～9/20　10：00～17：00

イベント内容
（出演者など）

おかげさまで「500万ダウンロード」突破。Wright Flyer Studiosの人気タイトル『消滅都市』の新章体験コーナーをはじ
め、消滅都市の世界を体験いただける、数々のコンテンツをご用意しています。

イベント名 [新作！]ホニャららMAGIC♪ブース
開催日時 9/17～9/20　10：00～17：00

イベント内容
（出演者など）

アニメ界をリードする『A-1 Pictures』と強力タッグで世に送り出す！音と魔法の学園RPG♪ 学園祭をイメージした「ら
らマジ縁日」で皆様のお越しをお待ちしております！
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東京ゲームショウ2015
出展ブース概要＆ブース内イベント一覧（50音順）

 2015/9/1

イベント名 消滅都市　第2回公式全国大会　東京ゲームショウ2015杯　決勝大会
開催日時 9/19　（時間未定）

イベント内容
（出演者など）

ニコニコ超会議で大人気だった公式大会がTGSでも開催決定！ 予選ステージを勝ち上がったユーザーによる、ラン
キングバトルの決勝大会を開催します！

出展社名 グリー （ファミリーコーナー）

ブース概要

【親子でインターネットのルールを学ぼう！】グリーブースでは、タブレットで遊べる様々なタイプのゲームを体験いた
だけます。子ども～大人の方まで、ゲームで遊んでいただきながら、インターネットを使用する上でのマナーやルール
を楽しく学ぶことができます。体験いただいた皆さまには、先着順でGREEオリジナルノベルティーをプレゼント！ この
機会に親子でインターネットのマナーやルールについて考えてみませんか。

イベント名 親子でインターネットのルールを学ぼう！
開催日時 9/19・9/20　10:00～17:00 

イベント内容
（出演者など）

グリーブースでは、タブレットで遊べる様々なタイプのゲームを体験いただけます。子ども～大人の方まで、ゲームで
遊んでいただきながら、インターネットを使用する上でのマナーやルールを楽しく学ぶことができます。体験いただい
た皆さまには、先着順でGREEオリジナルノベルティーをプレゼント！

出展社名 クリエイティブフロンティア （インディーゲームコーナー）

ブース概要
TGS初参加！ 3Dアイドルが歌い踊る！ 新作スマホゲーム『スマホアイドル育成ゲーム（仮題）』を出展いたします。イ
ンディーゲームコーナーでお待ちしています！

出展社名 グルーヴ （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

スタジオ・グルーヴはプロフェッショナル向け録音スタジオとして大阪に誕生しました。以来20年、音楽に対する真摯
な姿勢と探究心は多くのお客様からご支持をいただいております。近年はスタジオ業務で培った録音・音楽制作、音
楽出版のノウハウを活かし、テレビ番組、展示会などの映像作品からゲーム、アプリまで各種コンテンツの為の音楽
ライブラリー、オリジナル音楽制作を取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。

出展社名 CreSpirit （インディーゲームコーナー）

ブース概要
CreSpiritは台湾のインディーゲーム開発チームです。当ブースは、スマートフォン用2Dアクションゲーム『ディースク
ウォッド』とPC用2Dアクションゲーム『ラビリビ』を展示しております。独特の世界観を持ち、爽快感のある操作を加え
て、『ディースクウォッド』から新しいゲーム体験をいただけると思います。ぜひお気軽にお越ししてください。

出展社名 CrossShock Japan （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
約300社のゲーム会社が投入しているクロスショック（CrossShock）は申し込むだけで参加することが可能な無料マー
ケティングプラットフォームです。韓国でのサービスをご希望の会社の参加をお待ちしております。クロスショックの広
告の効果を無料でお試しください。

出展社名 クロスファンクション （インディーゲームコーナー）

ブース概要

世界のゲームが、ぐっと身近に！ クロスファンクションで、世界を冒険しよう！ 世界には、まだまだたくさんのゲーム
があなたを待っています。私たちと一緒に発掘し、発見や驚きをインディーゲームコーナーにて、お楽しみください。今
回、ご準備させていただいた作品以外にもドシドシ取り組んでまいりますので、皆様のご意見もぜひ、弊社サイトよ
り、よろしくお願いいたします！

出展社名 芸者東京エンターテインメント （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要
芸者東京、今年はスマホ向けに動画SNS『スマホでSHOW』、パズルと戦略が融合した『Apollon』、そして、マルチプレ
イアクション『Oni』の3プロジェクト作ってます。ひとつでも間に合えば、ギリギリお色気路線のイベント、間に合わなけ
れば伝統エアブースかポスターにします。それにしても、1年って早いですねー。
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 2015/9/1

出展社名 ゲームセンターCX （物販コーナー）

ブース概要
フジテレビONEにて人気のゲームバラエティ番組『ゲームセンターCX』の番組オリジナルグッズを販売しています。今
年の新商品は、新作Tシャツ、持ち運びに便利なコンパクトバッグ、カードケースなどなど…。多数取り揃えて皆様の
お越しをお待ちしております！

出展社名 ゲームの電撃 （一般展示コーナー）

ブース概要

｢電撃PlayStation｣「電撃オンライン」を中心に、つねにユーザーが欲する情報をユーザー目線で伝え続けてきた電撃
のゲームメディアが、今年も｢ゲームの電撃｣ブースとして出展！ 今回もブース内特設スタジオから、この秋冬話題の
新作タイトルについて、人気声優や著名クリエイター等、多彩なゲストを迎えての番組生配信を行います。10月で600
号を迎える｢電撃PlayStation｣の記念企画発表生放送も実施予定。さらに、恒例の電撃特製冊子配布もありますよ。

出展社名 神戸電子専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

プログラマ、グラフィックデザイナー、サウンドクリエイターなど専門分野に特化した教育によりゲーム業界へ卒業生を
毎年多数輩出しています。創立57年の歴史があり、ゲーム業界との強固な連携で“業界最前線”のセミナー・作品指
導を受講できるチャンスが多数あります。ブースでは学生たちが開発した作品を数多く展示しておりますので、ぜひお
立ち寄りいただき、業界の方々も注目する学生たちの意欲作を体験してみてください！

出展社名 コーエーテクモゲームス （一般展示コーナー）

ブース概要

コーエーテクモグループ各社の最新作が勢ぞろい。『アルスラーン戦記×無双』や『ゼルダ無双 ハイラルオールス
ターズ』などの最新ゲームタイトルは、試遊台をご用意してお待ちしています。ステージでは、新作タイトルのプレゼン
テーションから出演声優のトークショー、コスプレコンテストなど多彩なプログラムを実施（一部ステージの観覧は事前
登録制）。『三國志』シリーズの30周年記念コーナーなど展示も充実しています。

イベント名 コーエーテクモグループ最新作のステージ＆ニコニコ生放送
開催日時 9/17～9/20

イベント内容
（出演者など）

「コーエー」「テクモ」「ガスト」各ブランドの最新作を紹介するステージイベントとニコニコ生放送を日替わりで開催。声
優ゲストや開発スタッフによるトークショー、新作タイトルのプレゼンテーションなど、さまざまな内容でお送りします。
詳細はコーエーテクモゲームスの特設サイトなどでご確認ください。

イベント名 コーエーテクモ コスプレコンテスト in TOKYO GAME SHOW 2015
開催日時 9/20

イベント内容
（出演者など）

コーエーテクモグループのゲームタイトルに登場するキャラクターをテーマとしたコスプレコンテストを今年も開催しま
す！ 数多くの応募者の中からキビシイ事前審査を勝ち抜いたコスプレイヤーによるハイレベルな争いをお見逃しな
く！

イベント名 コーエーテクモ スペシャルステージ in TOKYO GAME SHOW 2015
開催日時 9/20

イベント内容
（出演者など）

東京ゲームショウ2015コーエーテクモブースのオオトリを飾るスペシャルステージ。“スペシャル”な声優ゲストによる、
“スペシャル”なトークが繰り広げられます。どうぞご期待ください。

出展社名 コーエーテクモゲームス （物販コーナー）

ブース概要

コーエーテクモゲームスがTGS物販ブースに帰ってきました。『よるのないくに』『ソフィーのアトリエ』『DEAD OR ALIVE
5 Last Round』では、このTGSで初登場となる数々のアイテムをお届け。さらに、無双シリーズやネオロマンスタイトル
の関連グッズも、新作を交えて多数ご用意。また、オトクな福袋や「無双」くじなど、開催時間を限定したお楽しみ企画
も実施します。

出展社名 コーラス・ワールドワイド （インディーゲームコーナー）

ブース概要 弊社が今年秋以降に配信予定のモバイルおよびPC/PS4向けタイトルを出展予定です。
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出展ブース概要＆ブース内イベント一覧（50音順）

 2015/9/1

出展社名 コスパ （物販コーナー）

ブース概要
コスパではキャラクターアパレル＆グッズを数多くご用意！ 人気の『メガドライブ』『プレイステーション』グッズを筆頭
に、『艦隊これくしょん -艦これ-』『アイドルマスター』シリーズ等のグッズ！ さらに『ゴールデンアックス』『ソニック』な
ど名作から懐かしいタイトルまで新作グッズが目白押し！ゲームショウのお土産はコスパでGET！

出展社名 コナミデジタルエンタテインメント （一般展示コーナー）

ブース概要

『ウイニングイレブン』や『実況パワフルプロ野球』など、数々のサッカーゲーム・野球ゲームを出展いたします。さら
に、『METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN』では、10月6日サービス開始予定のオンラインマルチモード
「METAL GEAR ONLINE」のプレイアブルをついに公開します。試遊コーナーやステージイベントを多数ご用意し、お
客様に幅広いラインナップをお楽しみいただきます。どうぞご期待ください。

イベント名 FOBオンライン プレゼンテーション
開催日時 9/17～9/20

イベント内容
（出演者など）

メタルギアの新たな遊び「FOBオンライン」をご紹介。自分だけの前線基地を育てて、世界中のプレーヤーと競い合え
る。協力もし合える。新たなメタルギアの楽しみをご紹介します。

イベント名 MGO公開直前 最新情報
開催日時 9/17～9/20

イベント内容
（出演者など）

10月6日からサービスをスタートする「METAL GEAR ONLINE」をいち早く体験。新たなルールやマップも紹介。進化し
たMGOをデモプレーなどもはさみながら紹介します。

イベント名 ＫＯＮＡＭＩ野球ゲーム最新情報！
開催日時 9/17～9/20

イベント内容
（出演者など）

『パワプロ』、『プロスピ』といったＫＯＮＡＭＩの野球ゲーム最新情報をご紹介。最新作の情報や、会場ならではの楽し
み方など、お得な情報をお届けします。

出展社名 コボジョ （一般展示コーナー）

ブース概要

昨年のTGSで発表し、野島一成氏や崎元仁氏といった、日本のゲームクリエイターが多数参加していることで注目を
集めているKobojoの最新作RPG『ZODIAC（ゾディアック）』（PS4／PSVita／iOS／Android（予定））の最新情報を盛り
だくさんでお届けします。試遊台も多数ご用意いたしますので、手書きの2Dグラフィックで作られる美しく幻想的な世
界観をぜひご体験ください！

出展社名 KONGZHONG （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

KONGZHONGはオンラインゲーム開発・運営会社です。中国ではPCオンラインゲーム、スマートフォンオンラインゲー
ム、モバイル関連サービスの3本を主軸に事業を展開しており、2004年には米ナスダック(NASDAQ KZ)への上場を果
たしました。2014年6月、日本法人であるKONGZHONG JPを設立し、日本のパートナー企業様とお取り組みをスター
トさせ、戦略的かつ円滑な中国進出を行っております。

出展社名 サーファーズパラダイス （物販コーナー）

ブース概要
サーファーズパラダイスでは、ゲーム作品中心にグッズ販売をいたします。人気作品の『ゆめにっき』の商品を中心に
販売を予定しております。詳細はサーファーズパラダイス公式HPやTwitterで随時公開予定！ 皆様のご来場をお待
ちしております☆

出展社名 Cygames （一般展示コーナー）

ブース概要

Cygamesが絶賛配信中の王道スマホRPG『グランブルーファンタジー』が東京ゲームショウ2015に登場！ 『グランブ
ルーファンタジー』の世界を体験できるコンテンツが盛りだくさん！ 8分の1スケールで再現されたグランサイファーや
ゲーム内のイベントと連動したブースなど見どころ多数!! ここでしか手に入らない『グランブルーファンタジー』の楽曲
をリミックスしたCDも来場特典で配布します!!
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イベント名 ぐらぶるちゃんねるっ！ in TGS2015
開催日時 9/19　11:30～17:00

イベント内容
（出演者など）

『グランブルーファンタジー』から生まれた「ぐらぶるちゃんねるっ！」が東京ゲームショウに特別出張！ パーソナリ
ティを務めるのはルリア役の東山奈央さん、シェロ役の加藤英美里さん。19日（土）はほぼ1日中、おふたりが『グラン
ブルーファンタジー』の魅力を最新情報とともにお伝えします。

イベント名 Artist Live
開催日時 9/18　11:30～15:00

イベント内容
（出演者など）

『グランブルーファンタジー』のキャラクターデザインを務める皆葉英夫とCygamesのイラストレーターが、ゲームキャラ
クターを生で描きあげます！ マル秘イラストテクニックを見ることができるスペシャルイベント!! どんなキャラクターが
できあがるのか!?

イベント名 「GRANBLUE FANTASY」Special Presents
開催日時 9/17　11:00～12:30

イベント内容
（出演者など）

『グランブルーファンタジー』の今後のアップデート予定や、まだ公開されていない新たな展開情報を、プロデューサー
Cygames春田康一よりお届けします！ 東京ゲームショウ2015で開催が予定されているSecret Stageの情報もこちら
で発表します!!

イベント名 ヴィラ・デ・シェロカルテ　～集え！千客万来の島～
開催日時 9/17～9/20　全日

イベント内容
（出演者など）

Cygamesブースにお越しいただいた方限定で、今後配信予定のゲーム内イベント「ヴィラ・デ・シェロカルテ　～集え！
千客万来の島～」を先行プレイが可能！ このイベントでしか手に入らない装備やアイテムを入手しよう！ さらにイベ
ント限定キャラが2名参戦!!

出展社名 ザイザックス （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

ムキムキの戦士達がお出迎え?! 『ブレイブラグーン リアクト』で開催中のコラボイベント「宇宙海賊ゴー☆ジャス参
上！」が体験できます。イベントランキング1位になると「ゴー☆ジャスとリムジンツアー」が貰えちゃう！ また、ゴー☆
ジャスによるYoutubeで配信中のゲーム実況放送「ゴー☆ジャス動画」の公開収録もあります。
■共同出展：ナオ

イベント名 宇宙海賊ゴー☆ジャス討伐！
開催日時 9/17～9/20　10:00～17:00

イベント内容
（出演者など）

『ブレイブラグーン リアクト』で開催中の討伐イベント「宇宙海賊ゴー☆ジャス参上！」を体験できます。イベントランキ
ング1位になるとなんと「ゴー☆ジャスとのリムジンツアー」がプレゼントされます。

イベント名 ゴー☆ジャス動画＠Game Market公開収録
開催日時 9/17～9/20　未定（1日3～4回／1回約30分）

イベント内容
（出演者など）

Youtubeで配信中のゲーム実況放送『ゴー☆ジャス動画』の公開収録です。ゴー☆ジャス＆アシスタントのよきゅーん
（乾曜子）と飛び入り?!特別ゲストによるゲーム実況をお楽しみください。

出展社名 サイファー・テック （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

ゲームアプリのチート対策は弊社にお任せください。iOS、Androidの両OSに加えUnity等の開発プラットフォームにも
対応したクラッキング対策ソリューションをご案内します。バイナリやメモリの改変、不正実行の防止やネットワーク通
信や暗号化ファイルの保護を行う組み込み式のライブラリによって、チートツールやネットワーク改ざんによるチートを
防止します。サイファー・テックはお客様のゲームをチートの脅威からお守りします！

出展社名 サクセス （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

サクセスブースでは、スマートフォン向け最新作をプレイアブル出展。弾幕シューティングゲーム『サイヴァリア リアセ
ンブル』と、2015年配信予定の『メタルサーガ ～荒野の方舟～』を体験できます。ゲームを遊んだ方、事前登録された
方に特別なプレゼントをご用意してお待ちしております。その他にも『リング☆ドリーム』を始めとするサクセスの各
ゲームで使えるプレゼントコードも配布します。是非お立寄りください！
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出展社名 サクセス （物販コーナー）

ブース概要

PCブラウザゲーム『リング☆ドリーム ～女子プロレス大戦～』や、2015年サービス開始予定の『メタルサーガ ～荒野
の方舟～』のオリジナルグッズを販売します。人気の『リング☆ドリーム』ビジュアルファンブック2やゲームショウ先行
販売商品など注目のアイテムを多数ご用意しております。ゲームショウ特別価格の商品もございますので、是非サク
セス物販ブースにお立ち寄りください！

出展社名 三英貿易 （物販コーナー）

ブース概要

スーパーマリオを中心に星のカービィやゼルダの伝説などのぬいぐるみを販売します。メインのキャラクターはもちろ
ん、ちょっとマニアックなキャラクターや、憎めない敵キャラクターのぬいぐるみが多数ございます。トートバッグやポー
チ、クッションなどのキャラクターグッズも盛りだくさんです。「星のカービィ」の限定商品もご用意していますので三英
貿易ブースへぜひお立ち寄りください！

出展社名 サン・フレア （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

すばらしいゲームコンテンツを世界のユーザーへ伝えていくために、サン・フレアの様々なサービスが存在します。当
社のトータルローカライズソリューションで企画開発関連の技術翻訳、世界観を配慮したインゲームテキスト翻訳、音
声収録、テスティング、マーケティング関連翻訳などの全てをカバーしております。グローバル展開でお困りの際は、
当社が解決いたします。是非ブースまでお越しください。

出展社名 三和電子 （物販コーナー）

ブース概要
例年通りアミューズメントパーツメーカーの三和電子と人気ゲームソフトメーカーであるアークシステムワークスのオリ
ジナルキャラグッズやコラボグッズを販売予定です。新しいデザインの商品を多数追加予定です。
■共同出展：アークシステムワークス

出展社名 CRI・ミドルウェア （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

「Destiny」や「乖離性ミリオンアーサー」をはじめとして、全世界で使用されているゲーム開発向けミドルウェア
「CRIWARE」を出展いたします。「CRIWARE」はスマートフォンやコンシューマゲーム機にマルチプラットフォーム、さら
にUnity、Cocos2d-x、UE4、OROCHI3などのゲームエンジンにもマルチ対応したSound & Movie Solutionです。ゲーム
ビジネス拡大およびゲーム開発を強力にサポートする「CRIWARE」の新技術をご紹介します。

出展社名 GMOクラウド （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

GMOクラウドはゲーム開発を加速する優れたツール群をご紹介しています。1.マルチプレイを簡単に実現するネット
ワークエンジン『Photon』。2.単一コードでクロスプラットフォームを実現する開発キット『Marmalade』。3.デバイスに依
存しないジェスチャー認識ソフト『Ari』。4.WegGLを用いたブラウザ上で動作するゲームエンジン『PLAYCANVAS』。そ
の他もご用意しておりますので、ぜひブースにお越しください。

出展社名 GMO DATA CENTER KOREA （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

1700タイトル超の運用実績を誇るゲーム・アプリ専用クラウドサーバー「GMOアプリクラウド」を提供するGMO Data
Center Korea,Inc.が初出展いたします。GMO Data Center Korea,Inc.は、韓国企業の日本進出を支援しています。ク
ラウドサーバーをはじめ、パブリッシングなど日本進出のための様々なサービスを揃えております。日本進出を検討
している韓国企業様は是非ブースへお越しください。当日は公式キャラクターの限定ノベルティを持ってお出迎えいた
します。

出展社名 Sheena Games （インディーゲームコーナー）

ブース概要

『境界ノ詩Tactic』はファンタジースタイルの戦略ゲームであり戦略模擬の遊び方からキャラ養成、プレイヤー対戦、
ショップの設置まで、伝統のSLGの戦略ゲームをモバイルゲームに濃縮し、携帯やタブレットの上に戦場の戦略立て
刺激をプレイヤーを楽しませる。プレイヤーによって好きなキャラ達の豊かなストーリ中に、たっぷり支線クエストを通
じてキャラの性格と特色もっと深めに理解できる。

出展社名 Genertec International Advertising & Exhibition （一般展示コーナー）

ブース概要
弊社は展示会社であり、中国ゲーム会社の東京ゲームショウへの参加を手配いたしました。展示する『Smart JOJO』
は3DアクションシューティングRPGです。
■共同出展：CHENGDU KOO TECH、CHENGDU TINMAN TECHNOLOGY CO., LTD.
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出展社名 6waves （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

6wavesは、世界で人気のモバイル＆ソーシャルゲームをアジア中心に配信するグローバルパブリッシャーです。世界
中の有力デベロッパーとパブリッシング契約を締結し、現在、全世界で1000万ダウンロード突破のモバイルゲームを
日本と香港で配信中。また社内スタジオを通じてゲームのローカライズ、改修、自社ゲームの開発なども行っていま
す。モバイルゲームのグローバル配信に興味のある方は、ぜひ気軽にご相談ください。

出展社名 尚美学園大学 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

「音響」「映像」「CG・美術」「情報・ゲーム」「ウェブ応用」という5つのフィールドを横断的に組み合わせて自由に学べる
“マルチフィールド制”と呼ばれる、独自のカリキュラムで知られる尚美学園大学。当日は学生たちが制作した『日本
ゲーム大賞』を受賞したゲーム作品の試遊をはじめ、学生によるCGや映像、アート作品、コンピュータビジョンを応用
した作品などを紹介するコーナーが展示されています。

出展社名 シリアルゲームズ （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

メインドメインであるソーシャルゲームサーバのアプリケーション開発と制作実績をご紹介いたします。また受託開発
として、ソーシャルゲームの開発運用、スマホアプリやオキュラスリフトを用いたVRコンテンツの制作も行なっており、
今展示会には、実績としてソーシャルゲーム『ラーメン魂』、独自開発のスマホアプリ、三菱自動車様のVRコンテンツ
をご紹介。併せて、自社開発のUnityアセットツールをご紹介いたします。

出展社名 シリコンスタジオ （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
リピート率100％を誇る国産ゲームエンジン最新版『OROCHI 4』と、合わせてご利用いただくことで世界最高レベルの
グラフィックスを実現できる『Mizuchi』と『YEBIS 3』の技術デモを展示いたします。商談スペースもご用意しております
ので、弊社製品にご興味をお持ちのお客様は是非お立ち寄りください。

出展社名 SINGAPORE GAMEBOX （一般展示コーナー）

ブース概要

The Singapore Game Box (SGGB) は、メディア開発庁（MDA）がイニシアチブを取っており、ゲームソリューションセン
ター（GSC)に管理されています。グローバルマーケットにおいて、シンガポールで製作されたゲームの認知促進を目
指しています。 ■共同出展：Gattai Games、Qixen-p Design、Gtoken、Gentlebros Games、Sparkjumpers、
Springloaded、Daylight Studios、Delta Duck Studios、Happy Labs、PD Design、Bridged、Redhare Games、Rock Nano
Global

出展社名 Supercell （一般展示コーナー）

ブース概要

以前から望まれていた、日本での公式ファンイベントが東京ゲームショウにて遂に開催!! 世界へのライブ配信のほ
か、誰でも参加できるアトラクションに、他のプレイヤーと腕が競えるタイムアタック、東京ゲームショウでしかできない
特別なクラン対戦等、クラクラをプレイしている人なら誰もが楽しめるイベント盛りだくさん！ クラクラ ファン必見のイ
ベントです。

イベント名 襲撃の腕試し！シングルプレイタイムアタック
開催日時 9/17～9/20　10:00～17:00

イベント内容
（出演者など）

特定の村を好きなユニット編成で襲撃し、そのタイムを競います！

イベント名 メッセージボード
開催日時 9/17～9/20　10:00～17:00

イベント内容
（出演者など）

メッセージボードでクランメンバーを募集したり、絵を描いたり、開発チーム宛てにメッセージを残したりしよう！ メッ
セージで思わぬ繋がりがうまれるかも!?

イベント名 フォトブース
開催日時 9/17～9/20　10:00～17:00（予定）

イベント内容
（出演者など）

東京ゲームショウでしか体験できない特製フォトブース！
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イベント名 イベントでしかプレイできない！ 5vs5のクラン対戦
開催日時 9/17～9/20　11:00～17:00（予定）

イベント内容
（出演者など）

TGSでしかプレイすることができない、特別な5vs5のクラン対戦が体験できます。制限時間内に村の構築と襲撃を行
う、リアルタイムクラン対戦です！ 対戦は世界へライブ配信が行われ、 さらに、20日のクラン対戦にはマックスむらい
などの豪華ゲストも参戦!! 一緒にプレイできるかも!?

イベント名 村診断
開催日時 9/19　10:00～17:00　・　9/20　10:00～17:00

イベント内容
（出演者など）

あなたの村をクラクラのプロフェショナルたちが診断します。プロフェッショナルに長所や短所を教えて貰えば、あなた
の村がさらに強固になること間違いなし!!

イベント名 熱いイベントの様子をライブ配信！
開催日時 9/19　10:00～17:00　・　9/20　10:00～17:00

イベント内容
（出演者など）

クラクラで有名なYouTuber達が特設ブースからイベントを生実況で盛り上げます！ イベントの様子は日本だけでなく
世界にも配信されるよ！

出展社名 Sky People （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

当社は韓国のモバイルゲーム開発会社です。スマートフォンで遊べるカジュアルなゲームとRPGゲームを開発してい
ます。『Blood Showdown』はリアルタイム戦闘ゲームです。夢のような2.5次元のグラフィックであり、古代アジアを背
景にした、キャラクター収集ゲームです。『Alice』は叙情的なグラフィックとサウンドで感情が揺さぶられ、のめり込む
アクションゲームです。

出展社名 スクウェア・エニックス （一般展示コーナー）

ブース概要

スクウェア・エニックスの様々な情報を発信するオンラインストリーミングチャンネル「SQUARE ENIX Presents
JAPAN」からTGSスペシャル“ステージイベント”と“スタジオプログラム”のダブル配信!! またご来場の皆様には、シ
リーズ最新作『スターオーシャン５ -Integrity and Faithlessness-』を初プレイヤブル出展！ そして『ドラゴンクエストビ
ルダーズ　アレフガルドを復活せよ』では、本作の魅力やブロックの世界を体感していただける特別なプログラムをご
用意!!

出展社名 スクウェア・エニックス （物販コーナー）

ブース概要
新作商品が盛りだくさん！ スクウェア・エニックス  物販ブースではオフィシャルキャラクターグッズの販売と展示を
行っています。新作アイテムの販売だけでなく、発売前の参考展示フィギュアも多数並べて、皆様をお待ちしていま
す。販売商品の中にはTGS先行販売もございますので、是非ご来場くださいませ。

出展社名 スクウェア・エニックス　ミュージック （物販コーナー）

ブース概要
『FINAL FANTASY』シリーズや『KINGDOM HEARTS』シリーズ、『サガ』シリーズなど、スクウェア・エニックスの音楽
CD、DVD、Blu-ray Discなどを販売します。　最新タイトルはもちろんのこと、不動の人気楽曲を収録した定番のサウ
ンドトラック、イベント会場限定販売商品など幅広く取り揃えています。

出展社名 スタジオフェイク （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

スタジオフェイクは、2D、3Dのゲーム開発とキャラクターライセンスを扱う会社です。ブースではオリジナルキャラク
ター「セバタン」の紹介と、セバタンの登場するスマフォゲームをご紹介します。ゲームやキャラクターに関する各国へ
のライセンスアウトやローカライズ、各種ゲーム開発などのご相談を承ります。
http://www.studiofake.co.jp/
http://sebatan.com

イベント名 セバタンの着ぐるみ登場！
開催日時 9/17～9/20

イベント内容
（出演者など）

セバタンの着ぐるみがブースに遊びにきます！ 時間や内容などの詳細は未定ですが、会期中は全日行う予定です。
※当日の会場状況などの事情により、予告無しに開催日、時間を変更させていただく場合がございます。
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出展社名 スパークス （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

ゲームの検定試験を広げるためにゲームショウに出展いたしました。ゲーム業界に就職を希望している学生や社会
人にたいして、多くのゲーム会社様と話し合いゲーム検定をつくりました。ゲーム業界を目指している人と優秀な人材
を欲しがっている会社とをつなぐ検定試験となるよう目指しております。無料で2D・3Dソフトの研修や、一番重要な
デッサンの基礎を教える講座も開催しております。是非、ブースにお立寄りいただきまして、お話しできればと思って
おります。

出展社名 SEKAI PROJECT （一般展示コーナー）

ブース概要 Sekai Projectは、日本語にローカライズされるインターナショナルなタイトルを数多く展示いたします。

出展社名 セガゲームス（一般展示コーナー）

ブース概要
『セブンスドラゴンIII code：VFD』や『ミラクルガールズフェスティバル』をはじめ、セガの人気シリーズ最新作が多数登
場。また、アトラスから『オーディンスフィア レイヴスラシル』、ワーナー・ブラザーズから『LEGO®ジュラシック・ワール
ド』など、バラエティに富んだ作品の数々を出展しています。ぜひセガブースで最新作をご堪能ください。

イベント名 【TGS2015】セガ4日間連続‘超’生放送
開催日時 9/17～9/20　10:00～17:00（予定）

イベント内容
（出演者など）

「東京ゲームショウ2015」出展タイトルをはじめ、セガの様々なコンテンツを特集した番組をセガブースより生配信。豪
華ゲストや開発陣が登場予定。

出展社名 セガゲームス （物販コーナー）

ブース概要

今年のセガゲームス物販ブースはたくさんの新商品を取りそろえユーザー様をお迎えする準備を整えております。お
馴染みの龍が如くシリーズ、シャイニングシリーズ、ぷよぷよシリーズ、PSOシリーズの商品だけではなく、メガドライ
ブ、セガサターン、ドリームキャストなどのセガハード系の新商品、歴代タイトルのグッズも多数ご用意しております。
自分用だけではなく、お土産としても最適なグッズを取りそろえるセガゲームス物販コーナーに是非とも足を運んでく
ださい!!

出展社名 セプテーニ　アメリカ （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
Septeni America, Incは、多くのアプリゲームのプロモーションに実績をもつグローバルな広告代理店です。国内外の
ローカル媒体や弊社チームと連携しプロモーションをサポートします。グローバルで最も利用されるTUNE社の計測
ツールも日本で唯一公式でカスタマーサポートしており、グローバルプロモーションをトータルサポートいたします。

出展社名 仙台コミュニケーションアート専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要
本校SCAは、滋慶学園COMグループ校として杜の都仙台に2007年に開校しました。3年制と独自の産学協同教育シ
ステムにより、業界が求める「即戦力」に必要なコンセプト力、 クリエーティブ力、プレゼンテーション力を身につけま
す。SCAは一人ひとりを大切に、業界と共に3年間で創造力豊かな「ベストクリエーター」を育成していきます。

出展社名 仙台市/ビジネスオウル（フィンランド） （一般展示コーナー）

ブース概要

仙台市とビジネスオウル（フィンランド・オウル市産業支援機関）のコラボブースです。仙台のITコンテンツ産業振興を
目的とする「グローバルラボ仙台」の取組みから生まれたモバイルアプリや、オウル地域の企業5社と、オウル応用科
学大学のゲーム教育プログラム“Oulu Game Lab”の学生が開発したゲーム等、十数点をご体験いただけます。また
コンテンツ関連企業の仙台進出のご相談も承ります。どうぞお気軽にお越しください！
■共同出展：Oulu Game Lab (Oulu University of Applied Science)（フィンランド）、Jumbon（フィンランド）、State of
Matter（フィンランド）、Spinfy（フィンランド）、Meizi Games（フィンランド）

出展社名 専門学校　ビーマックス （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

専門学校ビーマックスは、岡山駅から徒歩圏内にある情報処理・公務員・医療事務・エアライン・ブライダル・会計など
の総合専門学校です。作品制作をチームで行い、アイディア抽出法からプロジェクト進捗管理なども含めた実際の業
務に沿った開発実習を実践します。アプリ制作・Web・CG・ゲームなど、様々な技術を実習中心に学び、実践力のある
職業人材を育成します。本校ブースでアイディアあふれる学生作品に触れてください！
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出展社名 総合学園ヒューマンアカデミー （ゲームスクールコーナー）

ブース概要
業界との連携、第一線で活躍する現役プロ講師陣の指導の下、即戦力となる人材を数多く輩出している教育機関で
す。本学園では、学校紹介や試遊台、学生作品の展示を実施します。さらに、アンケートに答えると、抽選で豪華プレ
ゼントが当たる“大抽選会”を開催！ 厳選したゲームを出展していますので、ぜひ遊びにきてください。

出展社名 ソニー学園　湘北短期大学 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

本学は、1974年に学校法人ソニー学園により設立された総合短期大学です。情報メディア学科では、ビジネスソフト
の使い方からWebやCG、ゲームやアプリの製作まで、コンピュータを使った様々なシーンで活躍できる人材を育成し
ます。当校ブースでは、メディアデザインフィールド、ITフィールドの学生作品を展示します。映像やPCゲーム、
Androidアプリなど、様々な作品があります。ぜひブースに遊びに来てください。

出展社名 ソニー・コンピュータエンタテインメント （一般展示コーナー）

ブース概要
PlayStation®4、PlayStation®Vitaの話題の新作タイトルを多数出展、ステージイベントも実施予定です。また、世界で
注目を集める“Project Morpheus”が今年も登場！ 進化を続けるPlayStation®プラットフォームにご期待ください。

出展社名 ソフトギア （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

ソフトギアブースではゲーム開発を支援する自社エンジン『STRIX ENGINE』のプレイアブルデモを設置。スマートフォ
ンによるマルチプルプレイをはじめ、『STRIX ENGINE』が提供する様々な機能をご紹介。商談スペースでは、ゲーム
エンジンやデバッグソリューションといった開発支援ツールについてご案内いたします。そしてメインステージでは特別
ゲストを迎え、トークセッションを開催。世界的ヒットタイトルを手掛けるゲームクリエーターが登場します！

イベント名 ゲームクリエーターによるトークショー
開催日時 9/17　14:00　・　9/18　14:00

イベント内容
（出演者など）

ゲームプロデューサー板垣伴信氏をゲストに迎えてクリエーターズセッションを開催

出展社名 ゾレアックスジャパン （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

『IncrediBuild』は、開発現場におけるビルドの待ち時間を大幅に削減できるソフトウェアです。開発環境の変更を行わ
ずに、Windows上のプロセスを並列分散化し、Visual Studio 2013/2015をはじめとしたGUI/CUIに対応した様々な開
発環境上のビルド作業、データコンバート、レンダリング等を高速化します。展示ブースでは、IncrediBuildによるビル
ド高速化のデモをご覧いただくことができます。また、ビルド処理にストレスを感じている開発者の方々に課題に即し
たソリューションをご提案させていただきます。

出展社名 ダイスクリエイティブ （インディーゲームコーナー）

ブース概要

『～世界最高クラスのインディうんちゲームプープライド～』。ぼくたちは未だかつてない最高級のうんちインディゲー
ムをつくった！ 君はうんちの神様に勝てるのか!? プープライド（うんちの誇り）はうんちの楽しさ、素晴らしさ、オモシロ
さを凝縮したうんちゲーム!!　ただ、崖ギリギリをねらってブレーキを踏む！ ただそれだけのシンプルさがむしろ奥深
い、これがうんちのチキンレースゲームだ!! ※消化器外科医石井洋介氏も推薦!!

出展社名 DYNACAST （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
ダイナカストは世界16ヶ国23拠点に展開する世界最大級のダイカスト・MIM製品を製造販売するメーカーです。携帯
端末、ウェアラブルデバイスなどに使われる金属部品なども供給しています。今回はグローバルな生産拠点へのサ
ポート体制と、当社独自の鋳造技術についてご紹介いたします。

出展社名 宝塚大学　東京メディア芸術学部 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

Unity等を駆使したスマホ、PCゲーム作品が集まります。VR(バーチャルリアリティ)を使用した最先端表現、ゲーム作
品を実際に体験してください。宝塚大学 東京メディア芸術学部のある新宿キャンパスは「新宿」駅から徒歩約5分。業
界の第一線で活躍するクリエイターによる実践的な最新の教育プログラムにより多くの学生を業界に輩出していま
す。
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出展社名 タスキブ （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

弊社は、ゲームグラフィックとデジタルコンテンツの制作会社です。これまで多くのゲームタイトルの制作に携わらせ
ていただいた実績を公開し、ぜひ多くの方々に弊社を知ってもらいたいと思います。2010年頃からAndroidを中心とし
たスマホアプリも自社で配信しておりますので、そのラインナップも用意しております。また、自社の新しいマスコット
キャラの名前募集も行っておりますので、ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。

出展社名 タップジョイ・ジャパン （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
Tapjoy は、業界をリードするデータサイエンスおよび予測技術を採用し、アプリデベロッパーのユーザーエンゲージメ
ント向上と収益最大化を実現するマーケティングオートメーションプラットフォームを提供しています。当日はサービス
のデモを実施いたしますので、ぜひお気軽にお越しください。

出展社名 谷川商事 （物販コーナー）

ブース概要

今回物販で展示する商品はスタンプ・印鑑セット・ネーム印になります。スタンプはポンポン押せるタイプで印鑑セット
は印鑑と印鑑ケースと収納箱のセットになります。ネーム印はネームホルダーにキャラクターを印刷したものになりま
す。タイトルは戦国BASARAやロックマンや逆転裁判やモンスターハンターのアイルーやアイドルマスターシンデレラ
ガールズやSHOW BY ROCK等を陳列します。

出展社名 TeamSpeak （一般展示コーナー）

ブース概要
ボイスコミュニケーションツールと言えばTeamSpeak！ TeamSpeakを知らない人は、是非ブースで体験してみてくださ
い。

出展社名 TeamSpeak Systems （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要 TeamSpeak SDK-あなたのアプリに簡単に音声を統合します。

出展社名 TEAM電撃戦 （一般展示コーナー）

ブース概要

「最先端のテクノロジーやデバイスは、ゲームを制約から解き放ち、もっと楽しくすることができる」をコンセプトに、
ゲームのプロトタイプ開発を行う有志プロジェクトを発足。今回、その第一弾として、世界最古のボードゲームのひと
つである「チェス」に着目。マルチタッチディスプレイを活用することで、“ターン制”というルールの根幹からアップデー
トし、よりエキサイティングな“真のマインドスポーツ”としてリデザインすることを目指しました。

出展社名 中央情報経理専門学校　高崎校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

群馬県高崎市にある情報系の分野に強い専門学校です！ ゲームづくりを通じて情報系の知識・技術を学習する「実
践型学習」の成果として、今回、初出展いたしました！ システムエンジニアやモバイルエンジニア、セキュリティエンジ
ニアを目指す学科コースに、モノづくりや新しいモノが好きな人たちが集まって、とにかく楽しみながら実践力を身につ
けている私たちのカリキュラム！ 是非、みなさんも一緒に加わってみませんか？

出展社名 Chukong Technologies Japan （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

Cocos2d-xは、オープンソース ゲームエンジンであり、全ての機能を無償で利用することができ（商用可）、iOS,
Androidなどクロスプラットフォーム開発できることが特徴です。3D機能までもが追加されメジャーアップデートが控え
ているCocos2d-xの最新デモや、実際に利用されているゲームデモを紹介します。また他社製SDKの導入を容易に
するAnySDKについてもデモを行います。

出展社名 DXレーサー(ルームワークス) （ゲームデバイスコーナー）

ブース概要

DXRACER（DXレーサー）ゲーミングチェア新製品を展示いたします。DXRACERは世界中のeスポーツプレーヤーの
間で愛されているeスポーツ用に開発されたフィット感ある疲れにくいチェアです。世界中のeスポーツトッププレー
ヤーが使用する製品をゲームショウで是非体感ください。TGSで開かれるeスポーツ競技会「Cyber Games Asia」でも
公式チェアサプライヤーとして参加しております。http://expo.nikkeibp.co.jp/tgs/2015/event/cga.html
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出展社名 ディー・エヌ・エー （一般展示コーナー）

ブース概要

DeNA×チームラボによる東京ゲームショウ限定の体験型アトラクション登場。足を踏み入れるとそこは360度フルス
クリーンに囲まれたゲームの世界。キャラクターカードを選び、テーブルの上に置くとキャラクターが飛び出す。どこま
でも無限に広がる圧倒的なビジュアルと、サウンドを楽しもう。話題のタイトルが続々登場！ 最新鋭の技術と演出で
再現されたゲームの世界に触れよう。

出展社名 DMM.com （一般展示コーナー）

ブース概要

『艦これ』や『刀剣乱舞-ONLINE-』、『千年戦争アイギス』でお馴染みのDMM.comが今年も東京ゲームショウに出展！
あの超人気タイトルの最新情報の公開はもちろん、PCゲームやアプリの新作タイトルを多数出展！またブースでは
『刀剣乱舞』の声優陣による超豪華ステージやニコニコ生放送などイベント盛りだくさん！ DMM.comブースでしか手
に入れられないグッズやコードも配布予定です！

イベント名 ビジネスユーザー向け　DMMオンラインゲームサービスの現状、国内外のアライアンス実績や事例の紹介

開催日時 9/17　12:00～　・　9/18　12:00～

イベント内容
（出演者など）

ビジネスユーザー向けのステージです。DMMオンラインゲームサービスの現状や取り組み事例、海外も含めた今後
の展開を説明させていただきます。

イベント名 DMMカンファレンス　新作発表&完成お披露目
開催日時 9/17　13:30～

イベント内容
（出演者など）

DMMゲームズよりスマートフォンアプリやPCブラウザに関する新作ゲームの発表を行わせていただきます。アクショ
ン、シミュレーション、RPGなど新作発表盛りだくさんです！

イベント名 ダンジョンストライカーステージ
開催日時 9/18　15:15～

イベント内容
（出演者など）

9月1日正式リリースしたばかりの、ダンジョンストライカー！ 近日予定の大規模アップデート情報をいち早く公開！
人気タレントさんの実況プレイをリアルタイムに公開しちゃいます。
ぜひお立ち寄りください！

イベント名 モンスターハンター フロンティアG　DMM杯決勝トーナメント
開催日時 9/19　10:15～

イベント内容
（出演者など）

「チャンピオンシップトーナメント DMM杯」を開催！ 決勝トーナメントでは「ＶＳ.クエスト形式」を使用して狩猟技術を競
い合います。見事勝ち抜いた挑戦者には豪華賞品が贈られます！ お時間の有る方は是非とも御覧ください！

イベント名 祝姫ステージ
開催日時 9/19　12:15～

イベント内容
（出演者など）

「祝姫」クリエイター、竜騎士07、和遥キナ、mochaと、キャスト、本多真梨子によるトークライブを行います。また、主題
歌ライブとして、歌手の吉田凜音と作曲・作詞のshihoriもご披露いたします！

イベント名 一血卍傑ステージ
開催日時 9/19　13:00～

イベント内容
（出演者など）

DMM.com×Rejetの「一血卍傑」のプロデューサーとキャストのトークライブをいたします！

イベント名 刀剣乱舞-ONLINE- ステージ
開催日時 9/19　15:00～

イベント内容
（出演者など）

刀剣乱舞-ONLINE- ステージいよいよ新展開!!!
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イベント名 忍務遂行 ステージ
開催日時 9/19　16:15～

イベント内容
（出演者など）

忍務遂行の紹介はもちろん、治療術式パーフェクトチャレンジコーナーも見逃すな！

イベント名 ザクセスヘブン リベリオン ステージ
開催日時 9/20　13:30～

イベント内容
（出演者など）

ザクセスヘブンリベリオンの豪華ゲスト登場も！ プレゼントを賭けたバラエティコーナーも必見！

出展社名 T-Rex Lab （一般展示コーナー）

ブース概要
T-Rex Labは世界中の優れたクリエイターをネットワークし、その国の文化に最適なビジュアルサービスを提供しま
す。サンフランシスコ、L.A.、そして上海にインハウス型の2D・3Dスタジオを展開し、世界中のクライアントにチーム
ワークを持って、「カルチャーを理解」した「高品質」な作品を「安定してスピーディ」に提供しています。

出展社名 DICO （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

DICOが提供するサービス／開発受注：これまでの実績により、10～15名のチームを結成し、カジュアルゲームと電子
書籍（インテラクティブ絵本）を開発受注が可能です。企画からリリースまで一貫したサービスをご提供させていただ
いております。ローカライズ：日本語から英・仏・伊・独・西・中（簡・繁）・韓・インドネシア語等12カ国以上へローカライ
ズサービスを行っております。

出展社名 寺島情報企画／ADFULLY （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

HIKAKIN、はじめしゃちょー、レオンチャンネル等、話題のYouTuber（ユーチューバー）たちがiPhone、Android向けス
マホアプリになって登場！ 有名アプリ開発者とコラボレーションしたアクションゲームやタイミングゲームなど、手軽に
遊べるカジュアルゲームが試遊できます！ いち早くブースでゲームを体験しよう！ 当日は有名YouTuberもブースに
遊びに来るかも??

出展社名 電撃オンライン （一般展示コーナー）

ブース概要
ゲームを中心に最新＆最深の情報を毎日発信する総合エンタメサイト「電撃オンライン」が今年もTGSに登場。全
ハード・プラットフォームを網羅する電撃オンラインによる濃密な特製冊子を配布いたします。

出展社名 電撃 PlayStation (一般展示コーナー)

ブース概要
10月で600号を迎える、“ゲーム心にガツンと響く”PS専門誌「電撃PlayStation」が今年も東京ゲームショウに登場で
す。電撃PlayStation編集部が、最新ゲームタイトルを取り上げた魅力的な特別冊子を配布いたします。

出展社名 トイディア (スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー)

ブース概要

スマホ最高レベルのローグライクRPG『ドラゴンファング』はおかげさまで140万DL突破いたしました。深い戦略性！
魅力の登場キャラは300体以上！ スマホの限界に挑むグラフィック！白熱の対戦要素！ 今回のゲームショウで配信
から1周年。究極のローグゲームとして今後もどんどん進化していきます！ 大きな発表がありますので是非ブースま
でお越しください！

出展社名 TOYPLA (物販コーナー)

ブース概要 TOYPLAブースではゲーム関連のグッズを多数販売予定です。是非お立ち寄りください。

出展社名 トゥーザワールド (ビジネスソリューションコーナー)

ブース概要

アニメ調、ディフォルメ、美麗系、背景…2Ｄイラスト制作なら何でもお任せください！ トゥーザワールドは、ソーシャル
ゲームやTCGカードイラスト等の制作受託、指示書の受託制作事業を展開するイラスト制作会社です。徹底した
チェック体制、5,000名を超える精鋭揃いの提携クリエイター、盤石な社内バックアップ体制により、高クオリティのイラ
スト制作を実現。ぜひこの機会にトゥーザワールドブース（3-N02）にお立ち寄りください！
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出展社名 闘会議 (一般展示コーナー)

ブース概要

今年も、ネットとリアルを融合したゲームの祭典「闘会議」が開催決定！ 2016年1月30日、31日の2日間開催される
「闘会議2016」に先立ち、東京ゲームショウで闘会議の雰囲気を体感しよう。闘会議ブースでは、ゲーム実況者ほか
多数ゲストが出演。人気ゲームタイトルの予選大会も開催。大会優勝者は、「闘会議2016」決勝大会への出場権が与
えられる。闘会議ブースで、スーパープレイの目撃者になろう!!

出展社名 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）(ゲームスクールコーナー)

ブース概要

3年制と独自の産学協同教育システムにより、業界が求める即戦力としてのクリエイターを業界と共に育成していま
す。現役クリエイターによる授業や、商品化を視野に入れた企業とのコラボ作品制作などを中心にしたカリキュラムを
実施し、業界へ数多くの卒業生を輩出しています。今年度の展示は企業と連携したゲームイラスト作品やゲーム作品
を多数展示しております。

出展社名 東京実業高等学校 (ゲームスクールコーナー)

ブース概要

本校は東日本エリアで唯一、ゲームプログラマーとしての一歩を踏み出せるカリキュラムを組んだコースを設けてい
る高校です。1年次よりプログラミングの基礎を学び、発想力・表現力・コミュニケーション能力を高めながら、3年次で
オリジナルゲームの制作を目標とします。ハードウェア分野の授業も充実させ、情報技術者の道も視野に入れながら
学習し、卒業後は理系大学進学を目指します。

出展社名 東京情報大学　学友会 (ゲームスクールコーナー)

ブース概要

情報大の選べる12コースの中にはゲーム・アプリケーションコースなどのクリエイティブなカリキュラムを持つコースも
あります。情報大に入学するまでゲーム制作経験ゼロだった学生も今回のブースに作品を出品しています。情報大
の生徒が授業や講義、部活動や研究活動などを通して製作した作品を展示しています。　情報大の「今」を感じられ
るブースになっています。短い時間で遊べるゲームもあるので、ぜひ遊びに来てください。

出展社名 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） (ゲームスクールコーナー)

ブース概要

TECH.C.は、「産学協同教育システム」の下、業界に必要とされるクリエイティブなエンジニアを育成する学校です。企
業課題・企業プロジェクトに取り組むことで実践力を身につけ、「売れるゲーム」を作るクリエイターを目指します。今回
はOculus Riftを使用したPCゲーム、Android／iPhoneアプリといった学生作品を展示するので、ぜひブースにお立ち
寄りください。詳細はTECH.C.TGS特設サイトまで。http://www.tech.ac.jp/c/tgs2015/

出展社名 東北電子専門学校 (ゲームスクールコーナー)

ブース概要

【夢の実現を最高の設備で優秀なクリエイターを育てる】ゲームや音楽、映像など、２３もの学科を有する専門学校。
充実した施設と産学協同の技術教育。そしてゲーム業界の現役プロが教える現場に即したリアルな授業により、即
戦力となる人材を育成している。今回の出展では、ゲームクリエーター科、ゲームエンジニア科、デジタルミュージック
科など、複数の学科の学生がコラボレートしたオリジナルゲームが楽しめる。

出展社名 トビー・テクノロジー (ゲームデバイスコーナー)

ブース概要

アイトラッキング世界No.1（※）のトビーが提唱する次世代ナチュラルUI「視線入力」。トビーの「視線入力」は、自然な
目の動きを使用して、これまでに経験したことがない直感的なインターフェース、新しい次元の没入感を提供します。
世界最安クラスのアイトラッカー「Tobii EyeX」は、PCゲームのアプリ開発に最適。Unity、Unreal Engineに対応してい
ます。ブースでは、「視線入力」を体験できますので、是非ご来場ください。　※出典：Arthur D. Little 「Market for
commercial and academic research supported by eye tracking 141208」

出展社名 東プレ (ゲームデバイスコーナー)

ブース概要

「静電容量無接点方式」キーボードを展示。東プレキーボードは長時間の使用でも疲れにくく耐久性にも優れている
ため、金融機関の業務用、計算センターでのデータ入力用、流通、交通、医療、放送機器向けなどの各種入力専用
機に採用されています。今回新たにゲーミングキーボードとして1680万色を再現可能な RGB LED、無接点方式の特
徴を生かした入力位置変更機能、アナログ入力機能などを搭載したキーボードを展示いたします。
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出展社名 名古屋工学院専門学校 (ゲームスクールコーナー)

ブース概要

名古屋工学院専門学校はゲームやCGムービーなど多数の学生作品を展示します。作品は力作揃いで、多くの方が
楽しんでいただける内容のものばかりです。展示する作品は、PCやタブレットで動作し、今後フリーゲームとしてダウ
ンロードサイトなどに登録をしていく予定です。ぜひともプレイして感想を聞かせてください。名古屋工学院専門学校
は63年の歴史を持ち6分野22学科を設置する学校です。本校に興味のある方もお立ち寄りください。

出展社名 名古屋コミュニケーションアート専門学校 (ゲームスクールコーナー)

ブース概要

本校は、業界と共に3年間で「ベストクリエイター」を育成する学校です。本校のゲーム系専攻では2年次に、ゲームプ
ログラマー・ゲームプランナー・ゲームグラフィック＆キャラクターの各専攻学生がチームを組み、業界プロ講師指導
のもとゲーム制作を行うゼミを実施しています。今年はゲーム制作ゼミで制作した3作品をはじめ、在校生や卒業生
のオリジナルイラスト作品も多数展示しますので、是非ご覧ください。

出展社名 南国ソフト (一般展示コーナー)

ブース概要

TGS初出展！ 競技かるたゲーム『Miyabi VR』(OculusRift/LeapMotion)、プロジェクト管理ADV『ぼくたちのプロマネβ
版』(iOS)をプレイアブルで出展いたします。また来夏発売予定の体感系癒しコンテンツ『Zazen』(Xbox One)のご紹介
もいたします。詳しい情報は(https://www.facebook.com/NangokGamez)(http://7659sw.com/gamez/)にてご覧くださ
い！

出展社名 Nanjing Moleader Network Technology (ビジネスソリューションコーナー)

ブース概要

King Of the Godsは社内の製品開発チームによって作られたモバイルゲームです。同タイトルは中世をモチーフとし
た空想型アクションロールプレイングゲーム“APRG”になり、多くの困難を乗り越え、英雄が悪を倒すといった内容で
す。King Of the Godsの優れた芸術性、素晴らしいキャラクターデザインにより、プレイヤーはその世界に引き込ま
れ、困難を楽しみながら乗り越えることができます。

出展社名 新潟高度情報専門学校 (ゲームスクールコーナー)

ブース概要

今年も魅力的な学生のゲーム作品を3タイトルを出展します。可動時間は残りわずか、遺跡に眠るお宝を探すロボッ
ト「カタード」の3Dアクションパズルゲーム『時と遺跡』／ライブ開演までにアイドルを会場に届けるRTS『彼女達が輝け
るのはオレの予定管理のおかげ』／素敵な女の子にぶつかってラッキーイベントに発展させる『カドコイ ～角で恋す
る何秒前!?～』。TGSでしか遊べないこのチャンスをお見逃しなく。

出展社名 新潟コンピュータ専門学校 (ゲームスクールコーナー)

ブース概要

新潟から17年連続ゲーム作品を出展している本校は、ゲーム・システム・CGが学べる7学科を有し、ゲーム業界をは
じめ、専門職での就職に強い学校です。年に数回行われるグループ制作を通して、各業界で必要とされる高い技術
力とコミュニケーション能力を磨いています。展示では、日本ゲーム大賞に応募の作品から厳選して展示予定です。
また、新潟らしいプレゼントも配布予定ですので、是非お立ち寄りください。

出展社名 日本アセアンセンター （アジアニュースターズコーナー）

ブース概要

国際機関日本アセアンセンターは、昨年に引き続き東京ゲームショウに出展します。ASEAN8ヶ国（ブルネイ・ダルサ
ラーム、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）から各国貿易促進機関の推
薦を受けたアニメ、キャラクター、スマートフォンゲーム等に関わる有望企業30社が来日し、日本のコンテンツ産業関
連の皆様と意見交換や商談を行います。近年ますます需要の高まるASEAN諸国とのネットワーキングの場としてご
活用ください。

出展社名 日本工学院/東京工科大学 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要
PC/タブレット/スマートフォン/PS Vitaなど様々なプラットフォームの学生作品を発表いたします。学校キャラクターを
使ったアトラクションゲームでオリジナルグッズがもらえるイベントも実施。

出展社名 日本電子専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

日本電子専門学校はスペシャリスト輩出のため、職業教育とキャリア教育の2本柱を教育方針にしております。東京
ゲームショウへの出展もその一環であり、今回で20回連続での出展になります。毎年、在学生の制作した作品を出
展することにこだわり、学生自らがお客様へ説明をしてその評価を得る内容になってします。未来のスペシャリストの
卵たちです。ご期待ください！
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出展社名 日本ビジネスシステムズ （クラウド/データセンターパビリオンコーナー）

ブース概要

展示では「作る」というフェーズのソリューションとしてゲーム制作、テレビ制作環境において使用されている
AUTODESKやADOBE系の3Dソフトを仮想環境へ集約し、スペース効率化と費用の圧縮するソリューションの紹介し
ております。また、「守る」という視点ではゲーム配信等のサービスに伴っての様々なITセキュリティのソリューションを
紹介しております。是非、お立ち寄りください！

出展社名 沼津情報・ビジネス専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

沼津情報・ビジネス専門学校は、７つの学科を持つ総合専門学校です。2016年4月よりJR沼津駅南口に移転し、新し
い新校舎にてゲーム・CGの実習室も最新設備が導入されます。今年も東京ゲームショウを目指して、ゲームクリエイ
ト科とCGクリエイト科の学生が協力して作成したWindows用ゲームやAndroid用ゲームの中から学内選考を勝ち抜い
た作品を多数展示します。ぜひ、展示ブースにお立ち寄りください。

出展社名 Nenet （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

【★Nenetでは新作＆公開直前のアプリ3本が遊べます★】　【その1】残暑を吹き飛ばす「スリル」をスマホに！ ゾンビ
との遭遇・逃避行をテーマにした新作ゲームをドーンとご紹介！ 【その2】さらわれた牧場の仲間たちを救出！ ヒー
ロー大活躍の爽快ゲームをご紹介！ 【その3】絶賛開発中の新作タイトルがその場で遊べます！ <<各ゲームではそ
れぞれハイスコアチャレンジを開催！>> 【挑戦者には各ゲームの素敵なステッカー＆マグネットをプレゼント！】

イベント名 Nenet新作アプリ　ハイスコアチャレンジ
開催日時 9/17～9/20　（全日開催）

イベント内容
（出演者など）

Nenetの新作ゲームアプリをプレイ、スコアを競う！ 『Nenetハイスコアチャレンジ』を実施します。ふるってご参加くだ
さい☆【挑戦者の皆さんには特製ステッカー/マグネットをプレゼント！】

出展社名 NEFTFILM （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

NEFT FILMは、これまでゲーム等のオープニングやプロモーションムービーを手がけ高い評価を得てまいりました。
3DCG、2D、コマ撮り・クレイアニメーション駆使し、多彩なビジュアルワークを展開、躍進を続けています。さらに弊社
ではこれまで培ったノウハウや経験をもとにモバイルコンテンツに特化した音声・楽曲制作を行うNEFT SOUNDを設
立。実績に基づいたコンテンツの効果的なプロダクト・ワークをご提案いたします。

出展社名 Nowis （インディーゲームコーナー）

ブース概要
Nowisは香港で急成長しているゲーム開発スタジオです。私達のミッションは、最高に面白いゲームを開発し、ユー
ザーへエキサイティングで楽しいゲームの経験を提供する事です。『Fuwapaca Spa（フワパカ　スパ）』と、最新の
『Fuwapaca in Wonderland（不思議の国のフワパカ）』という2種類のアルパカゲームをご紹介します。

出展社名 パオン・ディーピー （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

パオン・ディーピーのブースでは、『ベーモンキングダム』や、『大都技研公式アプリ ドリバト！ -DREAM CARD
BATTLE-』をはじめ、今後配信予定のさまざまなゲームアプリを、どこよりも早く体験できます。さらに、会場でしか入
手できないノベルティや、スペシャルゲストと一緒にゲームを楽しめるイベントも開催予定。お子様から大人まで、す
べての世代の方がお楽しみいただけるブースです。是非お立ち寄りください！

イベント名 大人気女性タレント登場！　スペシャルイベント（予定）
開催日時 9/17

イベント内容
（出演者など）

今をときめく大人気タレント〇〇〇〇〇さんが、パオン・ディーピーのブースに登場!? スペシャルイベントや、驚きの対
戦企画も開催予定！ ※出演時間や詳細は、弊社特設サイト（http://paon-dp.com/tgs2015/）をご確認ください。

イベント名 【ベーモンキングダム】ステージバトル with PDPガールズ（予定）
開催日時 9/17～9/20

イベント内容
（出演者など）

TGS2015の為に結成されたスペシャルユニット「PDPガールズ」と一緒に『ベーモンキングダム』で白熱のベーモンバト
ルを体験しよう！ ※出演時間や詳細は、弊社特設サイト（http://paon-dp.com/tgs2015/）をご確認ください。
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イベント名 PDPガールズ　フォトセッション（予定）
開催日時 9/17～9/20

イベント内容
（出演者など）

TGS2015の為に結成されたスペシャルユニット「PDPガールズ」による圧巻のフォトセッションを開催します！ ※出演
時間や詳細は、弊社特設サイト（http://paon-dp.com/tgs2015/）をご確認ください。

出展社名 ハクバ写真産業 （スマートフォン・アクセサリー・コレクション 2015）

ブース概要

【キャラクタースマホグッズ】キャラモードブースでは、「iPhoneカバー」や「スマホスタンド」など、キャラクタースマホ
グッズを多種ご用意しております。大人気『ラブライブ！』『ご注文はうさぎですか？』から定番の「Fate/stay night
[Unlimited Blade Works]」まで幅広く取り揃え、イベントならではの【特別価格】でご提供いたします。是非この機会に
キャラモードのスマホグッズをご利用ください！

出展社名 ハッピーミール （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要
「うんてい」を渡って世界を旅するアクションゲーム『ウンテイDX』をはじめ、大人気アプリ『発掘！恐竜パズル』のNEW
バージョン『発掘！古代生物パズル』等など新作アプリを多数出展します！  また、新展開企画を参考出展します。詳
細は会場にて！

出展社名 ハッピーミール （ファミリーコーナー）

ブース概要
親子で安全に楽しく遊べてちょっと学べるゲームを多数出展！ 恒例のペーパークラフトチラシの配布やぬりえコー
ナーもあるので、今年もみんなで遊びに来てね！

イベント名 うさぎのキャラクター「バニラ」と一緒に記念撮影しょう！
開催日時 9/19　11:30～、16：30～　・　9/20　11:30～、16:30～　

イベント内容
（出演者など）

ハートフレーバーのキャラクター「バニラ」のキグルミが登場し一緒に写真撮影ができます。各回20～30分程度を見込
んでいます。※イベントステージの時間帯により変更する可能性がありますので、詳細な時間はブースで確認してく
ださい。

出展社名 バンダイナムコエンターテインメント (一般展示コーナー）

ブース概要

2015年から社名を新たにバンダイナムコエンターテインメントとして、世界中に新しい「アソビ」をお届けします！ 今年
のＴＧＳでは、 スポーツやライブに展示会等、様々なエンターテインメントが展開する場として“スタジアム”をモチーフ
にブースを設営。多種多様な個性やアソビが集うバンダイナムコエンターテインメントブースに是非お立ち寄りくださ
い！

出展社名 バンダイナムコエンターテインメント （ファミリーコーナー）

ブース概要
『ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2』『アイカツ！My No.1 Stage!』『ドラゴンボールZ 超究極武闘
伝』『超・逃走中 あつまれ！最強の逃走者たち』『Go！プリンセスプリキュア シュガー王国と6人のプリンセス！』等の
試遊を展開。クイズ大会などのイベントステージも盛りだくさん！

出展社名 バンタンゲームアカデミー （ゲームスクールコーナー）

ブース概要
バンタンゲームアカデミーは、今年で創立25年を迎える日本で最も歴史あるゲームをはじめとするコンテンツクリエイ
ター専門校です。その歴史の中でこだわり続けているのが、「実践・実習で伸ばす教育」。今回は学内での優秀作品
や各種コンペティション受賞作品、産学連携プロジェクトの成果発表などを行います。是非、お立ち寄りください。

出展社名 Visiontrick Media （インディーゲームコーナー）

ブース概要

『Pavilion』は4人でプレイするパズル系アドベンチャーゲームです。文字でのチュートリアルや冒頭の説明は一切な
く、摩訶不思議な世界へとプレーヤーを誘います。探検と音や映像との組み合わせで表現されたパズルゲームです。
ゲームを通じたやり取りや観察をすることで、パズル系ゲームとその世界観が明らかになっていきます。『Pavilion』は
2015年にPS4、PS Vista、PCのプラットフォームで発売予定です。

出展社名 Betop　Japan （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
BetopJapanはゲームやアニメーション制作の受託業務を行っている開発会社です。Betopグループは日本と中国で
300人を超える制作スタッフが所属しており、企画仕様作成から2D・3Dグラフィック、プログラムまでのUnity、
UnrealEngine等を使用した受注開発を行っております。
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出展社名 ビートロボ （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

あの名作ゲームカセットがスマホで復活!? 特別なカセット型ガジェットをスマホにさすだけでゲームが遊べる新製品を
先行公開。某有名ゲーム会社と極秘で進めてきたプロジェクトもこちらで発表いたします。本ブースでは発売前の新
製品を実際に見て触って体験できるようになっています。ユーザー参加型のプロジェクトに参加をすれば、次の製品
化ゲームを決めるのはあなたかもしれない！

出展社名 東日本デザイン&コンピュータ専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

群馬県前橋市にあるゲーム・映像関連業界への就職に強い養成校です。現場で通じる技術が身に付く密度の濃いカ
リキュラムと幅広いネットワークが大きな強みで、毎年の高い就職率が業界からの信頼の厚さを反映しています。
ブースでは産学協同で制作したCGやVRほか先端的なデバイスを活用した作品展示とコース間連携プロジェクトチー
ムで制作したゲームを試遊できます。当日はプレゼントもご用意してますのでぜひお立ち寄りください。

出展社名 PikattoAnime／ピカットアニメ （物販コーナー）

ブース概要

こんにちは、PikattoAnimeです。今回は、『東亰ザナドゥ』関連グッズ！ 大人気『東方Project』関連グッズ！ また、
「てぃんくる先生」「珈琲貴族先生」「てんまそ先生」「ミヤスリサ先生」など著名なイラストレーターのオリジナル描下し
イラストグッズは、F6サイズのキャンバスアート、タペストリー、フルグラフィックTシャツなどをご用意いたしました。好
評の「東京ゲームショウ」特製ガラガラくじも開催します！ 是非お立ち寄りください。

出展社名 ピグミースタジオ （一般展示コーナー）

ブース概要
30余年の時を経て続編始動！ ピグミースタジオブースではPlaystation 4『ボコスカウォーズ2』をプレイアブル出展。
シミュレーションRPGの開祖と語られる本作の新たな進化をお楽しみいただけます。また、ブース内にて特製缶バッチ
がもらえるゲームイベントを開催。ぜひ、ピグミースタジオブースへお立ち寄りください。

出展社名 Bizcast （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
延べ600万人の視聴者を抱えるYouTuberたちが集うプラットフォーム「BitStar」に、ゲームのPRをクラウドソーシング
することができます。15人のYouTuberを起用して150万回再生した実績もあり、大手企業様をはじめ多くの企業様に
ご利用いただいております。展示ブースではサービス内容や事例をご紹介させていただきます。

出展社名 bitcraft （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

bitcraft(株)はゲームテクノロジー専門会社です。主にモバイルゲーム出版社に対し、弊社のテクノロジーノウハウを
提供しています。弊社製品よりゲームや管理ツールなどを紹介・展示いたします。開発からサポート、クライアントから
サーバーまで、幅広く弊社スタッフが様々な言語で皆様の質問に回答します。（日、英、仏語対応可）どうぞお気軽に
ご相談ください。

出展社名 ファミ通 （一般展示コーナー）

ブース概要
エンターブレインブースは『週刊ファミ通』出張編集部！ 毎週ユーザーの目線に立ち最新情報や役に立つ攻略情報
をお伝えしている週刊ファミ通編集部が東京ゲームショウの会場に出張します！ さまざまなゲストをお招きして楽し
いトークを繰り広げます。

出展社名 ブイスリー （一般展示コーナー）

ブース概要

昨年に引き続き、今年も出展いたします。弊社ブースでは鋭意作成中のタツノコスタジオ様とコラボしましたボコスカ
ガールズをはじめ、今後発売する様々なタイトルをご紹介いたします。目玉企画としてバンダイナムコ様とのコラボ企
画でパックマンやナムコ様の昔のオールドキャラがカートで対戦するゲームも発表します。ご来場の際には、是非お
立ち寄りくださいませ！

出展社名 フェンリル （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

大量のゲームイラストやデザイン画の進行状況をオンラインで一元管理できるウェブサービス「Brushup」をご紹介さ
せていただきます。Brushupは、イラストの進行管理を行うディレクターの管理工数を大幅に削減し、イラストレーター
やデザイナーの作業効率を大幅に向上させるサービスで、無料で始められます。小さい展示ブースですが、アツいス
タッフが皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております！
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出展社名 フォーラムエイト （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

簡単な操作で高度なVR空間を構築し、シナリオ機能による柔軟な演出が可能な3次元バーチャルリアリティソフト
『UC-win/Road』を活用したゲームコンテンツデザインや3DCGソリューション、4K対応VRなどの展示を行います。ブー
スでは、ヘッドマウントディスプレイOculus Riftによる鉄道運転・ドライブシミュレーションや、3DVRをクラウドで利用し
クラウドビジネスのチャンスを拡大する特許技術「VR-Cloud®」などによるゲームコンテンツを体験いただけます。

出展社名 フォントワークス （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

コンシューマゲームやスマートフォン向けゲームなどで、バラエティ豊かなフォントが利用できるライセンスプログラム
『ゲーム業界向けLETS』を紹介いたします。LETSは《シンプルな利用許諾》と《低コスト》で使用できる年会費制の
ゲーム向けフォントソリューションです。ゲームへのフォント組み込み、チャット利用などを許諾するオプション契約
「ゲームLETS拡張ライセンス」も用意しております。

出展社名 福岡デザインコミュニケーション専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

3年制で創造力豊かな「ベストクリエーター」の育成を目指して、平成8年（1996年）に開校。様々な業界と連携した「産
学協同教育」で業界が求める即戦力のプロを育成し、これまで数多くのトップクリエーターをゲーム業界に輩出してき
ました。プロのクリエーターとして必要な3つの要素であるコンセプト力、クリエーティブ力、プレゼンテーション力を身
につけた学生達の作品をどうぞご覧ください。

出展社名 Fuji&gumi Games （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要
200万ダウンロードを超える人気スマートフォンゲーム『ファントム オブ キル』を手掛けるFｇGが重大発表を行います。
でんぱ組.inc（17日予定）、大久保佳代子（20日予定）もブースに登場。来場者には、TGS限定プレゼントも実施予
定！ 詳しくはhttps://pk.fg-games.co.jpをチェック。”ファンキル”で検索。

出展社名 ブシロード （一般展示コーナー）

ブース概要

ブシロードブースではユーザー数全世界1500万人突破のスマホゲーム『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバ
ル』から“みんなでぴょんぴょん♪でかスクフェス”の配布を予定しています。また、スマートフォン向けゲーム・ブシモ
では『爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆ワールドランナー』や新規タイトルの発表、カードゲーム『カードファイト!! ヴァン
ガードＧ』と『ヴァイスシュヴァルツ』の新作ラインナップ発表および展示を行います。

イベント名 ブシモ 新規タイトル発表(仮）
開催日時 9/17

イベント内容
（出演者など）

既存タイトルのおさらいと新規タイトルの発表

イベント名 「カードファイト!! ヴァンガードＧ」ステージ
開催日時 9/17　（未定）

イベント内容
（出演者など）

『カードファイト!! ヴァンガードＧ』ステージでは、TVアニメ『カードファイト!! ヴァンガードG ギアースクライシス編』の内
容に関する発表や、ヴァンガードGにまつわる最新情報をお届けします。スペシャルゲストも登場予定！ ステージの
模様はニコニコ生放送でもご覧いただけますので是非、チェックしてください！

イベント名 スクフェス発表会（仮）
開催日時 9/17

イベント内容
（出演者など）

スクフェスの新規発表およびブースの紹介など。スペシャルゲストも登壇予定です。お楽しみに♪

出展社名 ブシロード （ファミリーコーナー）

ブース概要

『フューチャーカード　バディファイト』がTGSに爆裂登場!! あそびかた教室コーナーではバディファイトの実際のカード
を使用してあそびかたを１から教えてもらえるぞッッ！ 手ぶらで参加ＯＫ!! この機会にバディファイトをはじめちゃおう!!
さらにファイトをたくさんするだけで豪華景品のもらえちゃうフリーファイトコーナーもあるぞ！ 自慢のデッキでライバ
ルたちと一日中ファイトして、PRカードをゲットしよう!!
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出展社名 ブシロード (物販コーナー）

ブース概要
『ラブライブ！』や『ミルキィホームズ』関連グッズの販売を予定しています！ 詳細はブシロードHP内のイベントページ
にて随時ご案内いたします！

出展社名 FULLER （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要
ビジネスデイでは、ウェブ上でスマートフォンアプリのデータが分析できる、スマホアプリ視聴率調査サービス『App
Ape Analytics』のご紹介および実演コーナー、ミニセミナーを行います。また、一般デイでは、累算100万ダウンロード
超の端末管理アプリ『ぼく、スマホ』シリーズから、放置ゲーム「おじさん工場」をご紹介いたします。

出展社名 FlyteCatEmotion Inc. （インディーゲームコーナー）

ブース概要

数々のイベントに出展し“知る人ぞ知る”ゲームとなった『Million Shells』。PSMの終了に伴いパイロット版という形での
リリースとなった本作を、FlyteCatEmotionがPS Pertnersに加入することで完全版として継続開発します。最大の見ど
ころは、その継続開発版の初披露です。また、TGS当日には入手不可能となるパイロット版の試遊や、完全版用の秘
密のPASS配布も予定しています。

出展社名 フライハイワークス （一般展示コーナー）

ブース概要
人気シリーズの最新作をはじめとした、魅力的なタイトルが多数出展！ 試遊いただいたお客様には、ノベルティもプ
レゼント予定!! フライハイワークスを知らない方は、この機会に是非、一度お立ち寄りください。あなたにピッタリな素
敵なタイトルを用意してお待ちしております!!

出展社名 フリスビー （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

Fresvii AppSteroidは、ユーザーコミュニティをベースとして、ユーザー新規獲得、ユーザー送客、ユーザーリテンショ
ン、バックエンド開発を強力に支援するモバイルアプリ開発者様用のサービスです。アプリデベロッパー／パブリッ
シャーの皆様がお持ちのタイトルを、わずか数十分程度の実装時間で素早くソーシャル化すると共に、アプリプロ
モーションやユーザーリテンションを強力に支援することが可能です。

出展社名 ブレインストーム （インディーゲームコーナー）

ブース概要

「水没都市〜シマダシステム」は、何らかの原因で水没してしまった世界中の都市を巡って、地球上に散らばってし
まった「遺伝子のかけら」を集めるゲームです。地図データから再現された実在の都市がゲームのステージになりま
す。プレイヤーは、HMDを装着して、水没した様々な都市をダイブします。これまでに遊んでいただいた多くの方に高
い評価をいただいております。是非、貴方も体験してみてください。

出展社名 プロダクション・アイジ— （一般展示コーナー）

ブース概要
アニメーション製作会社　プロダクション I.Gが送るVRコンテンツ。『攻殻機動隊　新劇場版 -Virtual Reality Diver-』の
トレーラー映像を、配信に先駆けブース内の可搬型ドームシアターにて上映します！ ブースにはロジコマも来ますの
で是非お立ち寄りください！

出展社名 プロディジ （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

日本の技術力と秋葉のカルチャーで世界を救う！ プロディジは、スマートフォンアプリの開発を中心に日々新しいコ
ンテンツをアキバの街から発信する、技術集団です。今年のコンセプトは、バーチャル肝試しです。スマートフォンで
は弊社アプリの『暗闇坂アパート』を、オキュラスでは墓場の中に現れる幽霊を仮想現実で体験、さらに360度モニ
ターの『ZONE』では廃墟の中から脱出し次々と向かってくる妖怪を画面タッチで撃退します。

出展社名 北京華綱匯通技術服務 （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

中国国際放送局（CRI）の子会社である中華網（china.com）は、中国の最も影響力のあるメディアのひとつです。中華
網（china.com）は、中華網ゲームサミットフォーラムを2008年から主催し、中国のウェブサイトゲーム産業の発展に
伴って、国内の大手ゲーム企業と共に成長してきました。中華網のゲームチャンネルは、優秀なゲームを厳選し、PC
およびモバイル端末を通じて、全世界のユーザーにサービスを提供しています。
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出展社名 北京楽遊楽動科技（スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

我々はアジア最大の携帯ミニゲーム（HTML5）のデベロッパとして、200種類以上のゲームを制作・配信しました。代
表作『ジャンプ　カエル』を始め、様々なゲームがSNSソフト『WECHAT』を通じ大きなブームを起こし、およそ200万人
の方々に楽しんでいただいております。欧米に続き、日本でも運営センターを設立することとなりました。それでは、最
新ゲーム『クロースポップ』を始め、ミニゲームをお楽しみください。

イベント名 クロースポップの宣伝イベント
開催日時 9/19・9/20

イベント内容
（出演者など）

未定

出展社名 BEDTIME DIGITAL GAMES （インディーゲームコーナー）

ブース概要

『Back to Bed』は、プレーヤーがボブ（退屈な仕事をしながら、居眠りをしている夢遊病者）の想像が生み出した夢の
世界を旅します。ボブの潜在意識としてプレーヤーは、彼を脅かす危険から遠ざけなければなりません。もちろん、睡
眠中のボブの意識を通して全てフィルターがされており、接近してくる車が脅威の目覚ましになったり、穴が開いたマ
ンホールは、底なしの脅威の表れでもあります。

出展社名 ヘッドハイ/ジェムドロップ （インディーゲームコーナー）

ブース概要
蘇る、90年代的3Dミステリーアドベンチャー。初期ポリゴンゲームテイストの最新作『Back in 1995』の体験版を展示い
たします（ヘッドハイ）　／　あなたのスマホを汗でベタベタにする！ アクションパズル『ポポロコ』の出展、ならびに
『VRゲーム（仮称）』の参考出展を予定しております（ジェムドロップ）

出展社名 Whaleparty （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要
ヒーローメイズ モバイルゲームは、RPGの要素と独特の戦闘システムを組み合わせた。あなたも今すぐ冒険を始め
よう！

出展社名 ポケット・クエリーズ （ゲームデバイスコーナー）

ブース概要

こんにちは。ポケクエの広報もやれるアイドル“クエリ”デス☆　ポケクエは『ゲームのちから。それは人を夢中にさせ
る新しいエネルギーのこと』をキャッチコピーにゲームの開発や実用ソリューションの研究開発を主にしている会社デ
ス。今回はクエリロボを使った新ゲーム(VRロボバトル)と脱走兵シミュレーターを出展しマス♪　ワタシ（コスプレイ
ヤーサン）も居るので是非、皆さん遊びに来てくださいネ。よろしくお願いシマス！

出展社名 北海道情報大学 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

北海道からの参加です！ 私たちは、北海道情報大学です。本学情報メディア学科にはゲームプログラミングコース
があります！ ゲーム開発を中心に企画立案、キャラクターデザインなども勉強できます。今回は授業「プロジェクト・ト
ライアルII」でのゲーム作品、また、ゲーム制作を専門とする森川悟研究室での作品などを集めて展示しています。展
示ブースも私たちがデザイン・制作します。私たちの成果をぜひ見に来てください。

出展社名 北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会（HMCC） （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

北海道には多くのモバイルコンテンツ関連企業があり、多様なビジネスを展開しています。「北海道モバイルコンテン
ツ・ビジネス協議会」では、参加企業間のネットワーク形成を通じ、新たなモバイルコンテンツビジネスの創出を支援し
ています。本展示会では、「ゲームドゥ有限会社」「株式会社グルーブボックスジャパン」「株式会社メディア・マジック」
が、モバイルコンテンツやゲームなどをご紹介します。ぜひお立ち寄りください！
■共同出展：グルーブボックスジャパン、ゲームドゥ、メディア・マジック

出展社名 ぼっちてんと （物販コーナー）

ブース概要

見た目はアレだが合理的。ネットの一部を幸せにする、アイデアグッズブランドBIBI LAB（ビビラボ）が今年も参戦！デ
スクに置いてゲーム空間を作るテント「ぼっちてんと」。あなたのぼっちを潤す癒やしのパートナー、人型抱きまくら「綿
嫁」。秋冬用ゲームウェア寒さと闘うエコヒーロー！「人型寝袋フリースX」。実物展示＆限定特価販売いたします。
Twitter→@BIBILAB_JP
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出展社名 ボルテージ （ロマンスゲームコーナー）

ブース概要

昨年、“壁ドン”で会場を沸かせたボルテージが、さらにバージョンアップ！ 今年も飛び出す絵本が登場し、ご来場い
ただいた皆さまを恋愛ドラマアプリの世界にいざないます。またステージでは、豪華ゲストによるトークイベントや昨年
も好評を博したオリジナルグッズの抽選会など様々な企画を用意。見どころ満載の当社ブースに是非足を運んでい
ただき、恋愛ドラマアプリの世界をリアルでご体験ください。

出展社名 Macau Cultural Industry Association Board Games （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要
ラビット・クリエイティヴ・ワークショップとファン・ボードゲームというマカオのゲーム会社が開発した新しいスマートフォ
ン用のゲームです。名前は未定ですが、後日順次発表なので、どうかご期待ください。

出展社名 マグノリアファクトリー （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

弊社のスマートフォンゲーム第一弾『ミラーズクロッシング』を出展いたします。プロモーションビデオのほか、体験版
をご用意して、コスプレイヤーとともに皆様のご来場をお待ちしております。また、弊社ブースへご来場いただき、体験
版をプレイされた方には心ばかりの粗品をプレゼントさせていただきます。ゲームファンこそ必見の『ミラーズクロッシ
ング』の特徴である「陣形パネルアクション」をぜひその目で確かめてみてください！

出展社名 マックスゲームズ （一般展示コーナー）

ブース概要
【マックスゲームズ】
＜任天堂正式ライセンス＞オリジナルアクセサリーを展示しています。キャラクターアクセサリーも多数展示!! ぜひ足
を運んでご覧ください。

出展社名 マッドキャッツ （ゲームデバイスコーナー）

ブース概要

最新のマウスやヘッドセット、コントローラーなどゲーム用周辺機器の展示や試遊の他、一般公開日の19日（土）に
は、TOPANGAによる人気プロゲーマー「ウメハラ」、「ときど」、「マゴ」、海外の強豪ゲーマーによる 『ウルトラストリー
トファイターIV』のエキシビションマッチ等を行う予定です。20日（日）には、カプコンプロツアー認定プレミア大会の 『ウ
ルトラストリートファイターIV』日本大会を行う予定です。

出展社名 マッドキャッツ (物販コーナー）

ブース概要
Mad CatzのTシャツなどのアパレル製品やMad Catzのマウス、コントローラーやヘッドセットなど人気製品の販売を行
います。

出展社名 ミライコミュニケーションネットワーク （クラウド/データセンターパビリオンコーナー）

ブース概要
2015年8月岐阜県に中部地区最大級のデータセンター誕生。水都大垣の水と伊吹山の風を活かした空調システムを
採用、最新の省エネ技術、最高のファシリティ、そしてエンジニアを癒す「足湯」。人も情報も集うミライデータセンター
パークを宜しくお願いします。

出展社名 Millo Games （インディーゲームコーナー）

ブース概要

『地下魔王と百人の勇者』は穴掘りと戦闘を合わせた斬新なARPG。ユーザーは数名の勇者たちを操作して、地下で
敵と戦いながら穴を掘っていて、まだ見ぬ地底の奥深くへ進むと、最終ボスに挑むことができるというゲーム流れ。穴
掘りは素早くどの道を掘るのか判断する能力が必要となり、戦闘にはアクション性を強調、爽快なスキル演出もお見
逃しなく。戦略性のある穴掘り戦いが楽しめるゲームです。そのほか、新タイトルも展示予定です、是非お楽しみして
ください。

出展社名 明星大学　情報学部 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

明星大学情報学部の学生有志達が主体となり「ゲームが好きだ！ 作りたい！」という気持ちでゲーム制作プロジェク
トを立ち上げました。今回の出展ではゲーム制作初心者から経験を積んだ4年生までのそれぞれの実力で助け合い
作ったオリジナルのゲーム作品を展示します。見どころは、4年生が作成した『ポリゴンシューティング』です。機体を
自由に作成し、最大4人対戦が可能なシューティングゲームです。本学ブースまで是非お越しください！
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出展社名 メタップス （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

アプリマーケティングに必要なデータ分析、プロモーション、収益化を世界8拠点で事業展開、各国の強靭なネット
ワーク構築を得意とするメタップスは、アプリデベロッパー様、広告代理店様に向けた様々なソリューションを提供して
います。すべてのデータをDMPに集約し、勘や経験ではない、実数値データに基づいた意思決定のサポートをメタッ
プスは実現いたします。詳細はブースへ。是非お越しください。

出展社名 メディアミックスプロダクツ （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

代々木第一体育館で女子高生（＝JK） 1万人を集めたイベント「シンデレラフェス」を成功させた現役JKチーム「チー
ムシンデレラ」と広告企画会社が、JKならではの視点で新しい企画・販促をご提案。アプリゲーム会社や学校、メディ
アとのコラボ実績も多数！ ブースではコラボプロモーション事例を限定公開しています。JKを起点に話題性を創りた
い！JKをヒントにこれからのプロモーションを考えたい！ という方は是非お立ち寄りください。

出展社名 MEDIASOFT ENTERTAINMENT （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

Mediasoft™は40のカジュアルゲーム、4つのオリジナルのIPタイトルを製作しました。『Rockee Junior』、『FQ Genius』、
『Idea Kingdom』は教育的内容、ゲームプレー、グラフィックデザインから受賞いたしました。弊社はバドミントンゲーム
『Jump Smash™』も作成しており、当タイトルは世界で600万ダウンロードを達成したバドミントンモバイルフランチャイ
ズです。

出展社名 MoaiCity （インディーゲームコーナー）

ブース概要
モバイルプラットフォームで世界初の放置型のシミュレーション野球ゲーム『Baseball Warriors［三国野球魂］』を紹介
する。プレイヤーは3つの国のゼネラルマネジャーとしてチームを組織し、終戦をめざす。それは武器ではなく野球を
使った戦いなのだ。

出展社名 モノビット （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

モノビットでは、PCブラウザゲーム『少女とドラゴン』とリアルタイム通信ミドルウェア『モノビットエンジン』を展示いたし
ます。『少女とドラゴン～幻獣契約クリプトラクト～』では、キャラクターのコスプレをした声優本人から、ここでしか手に
入らないシリアルカードを受け取れます。『モノビットエンジン』では、本エンジンで作成した4対4のリアルタイム通信
ゲームを体験プレイできます。

出展社名 YouTube （一般展示コーナー）

ブース概要

YouTubeは東京ゲームショウに初めて出展します。YouTubeブースでは、YouTubeを活用するゲームメーカー担当者
を招いたトークセッションや、YouTubeで人気のクリエイターによるゲーム実況の公開ライブ収録・配信など、様々なス
テージを予定しています。Google Playのゲーム実況イベント “Game Week”も同時開催します。ぜひYouTubeブース
にお立ち寄りください。

出展社名 Unalis （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要
新作ゲームアプリ『幻魔郷ワンダラー』を出展いたします。『幻魔郷ワンダラー』のプロモーションムービーが会場にて
初披露となります。会場でコンパニオンから説明を受けてアプリをダウンロードすると、抽選で『幻魔郷ワンダラー』に
登場する人気声優のサイン色紙や、非売品のオリジナルボイスドラマ＆テーマソング入りCDをプレゼント！

イベント名 アプリダウンロードで抽選
開催日時 9/17～9/20　（全日）

イベント内容
（出演者など）

Unalisの各ゲームアプリを会場でダウンロードすると、抽選で新作アプリ「幻魔郷ワンダラー」に登場する人気声優の
サイン色紙や、非売品のオリジナルボイスドラマ＆テーマソング入りCDをプレゼント！

イベント名 コスプレモデル撮影会
開催日時 9/17～9/20　（各日複数回開催予定）

イベント内容
（出演者など）

『ヴィヴリオン クレイシス』のキャラクターのセクシーな衣装を着たコスプレモデルが登場。悩殺必至?!
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出展社名 楽天アプリ市場 （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

～楽天ブースにWake Up,Girls!が登場～楽天アプリ市場ブースでは、『Wake Up,Girls! ～天使のパズル～』体験版を
ご紹介！ アプリダウンロードで、『Wake Up,Girls!』の限定グッズを先着でプレゼント！ さらに抽選で、『Wake
Up,Girls!』お渡し会に参加できるかも!?　また『Wake Up,Girls!』×楽天イーグルスのオリジナルEdyをお持ちの方には、
先着で限定バックをプレゼント！
■共同出展：フュージョン・コミュニケーションズ、楽天リワード

イベント名 楽天市場　プレゼンテーションステージ
開催日時 9/17～9/20

イベント内容
（出演者など）

楽天アプリ市場とは、楽天アプリ市場からのアプリ紹介等

イベント名 ‹Wake Up Girls! ステージ›　
開催日時 未定

イベント内容
（出演者など）

Wake Up Girls!のトーク＆アプリゲーム実践披露、特典お渡し会、劇場版の告知等

出展社名 リズ （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

リズのブースでは、7月にリリースしました野菜タクティクスRPG『ベジマギッ！』に関する展示や缶バッジの配布を予
定してます。特別なやさい（キャラクター）の配布も企画中です。既に遊んでいただいている方も、興味を持っていただ
いた方もぜひお立ち寄りください。また、そのほかのスマートフォン向けゲームの展示も予定しております。当日は
ブースで皆様のお越しを心よりお待ちしております。
※内容は変更になることがあります。

出展社名 リンク （クラウド/データセンターパビリオンコーナー）

ブース概要

株式会社リンクが提供するベアメタルクラウドサービスの「ベアメタル型アプリプラットフォーム」は、コントロールパネ
ルから物理サーバが追加・削除・変更でき、さらに初期費用０円で日単位から使うことができます。物理サーバのパ
フォーマンスや安定性、仮想サーバのスピード感や豊富な機能を持ち合わせ、導入企業もスマホアプリやゲーム開
発事業者を中心に100社ほどと、次世代のサーバソリューションとして注目をされています。

出展社名 レイニーフロッグ （一般展示コーナー）

ブース概要

世界各国の「インディーゲーム」の中で、特にクオリティの高いゲームをセレクトし、日本のユーザーの方に、広く楽し
んでいただけるようなタイトルを2013年よりリリースしています。初出展となる今回は、日本初公開の「PS４」「Wii U」用
のダウンロードゲームをプレイアブル出展します。既に海外で、メディアおよびユーザーから注目されており、期待が
高まっているタイトルです。ぜひブースにて、お楽しみください。

出展社名 LETHAL GAMES （インディーゲームコーナー）

ブース概要

Lethal Gamesは、ハイテンションのアクションゲームを制作しています。現在Ren_Huを開発中。カスタマイズ可能なコ
ンボシステムと、日本神話と西洋アクションが入り混じる滅亡後の世界で繰り広げられるハードコアな難易度をもつ格
闘ゲームです。

出展社名 ロジクール （ゲームデバイスコーナー）

ブース概要

ロジクールブースではチーム対戦型オンラインゲームタイトル「League of Legends」国内最大規模のトーナメント大会
「Logicool G CUP」を開催します！Logicool G CUPは、日本のe-Sports コミュニティの活性化、チーム結成の促進、プ
レイヤーの裾野拡大を目的とした日本国内のe-Sportsアマチュア総合大会で、コミュニティ間の垣根を超えたより広
い対戦の機会を創出します。

イベント名 Logicoolブース　e-sportsトークセッション
開催日時 9/17　12:00～16:30　・　9/18　12:00～16:30

イベント内容
（出演者など）

Logicoolブース ビジネスデイでは日本のe-sports発展に関わるプレイヤーやキャスター、ファン、企業の皆様をゲスト
としてお招きし「e-sportsの発展」をテーマとしたトークセッションを開催いたします。有名プレイヤーなど豪華ゲスト陣
が出演しますので、是非お立寄ください!!
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イベント名 Logicool G CUP 決勝大会
開催日時 9/19　10:30～16:30　・　9/20　10:30～16:30

イベント内容
（出演者など）

Logicoolブース　一般DAYではLogicool G CUP予選会を勝ち上がった強豪4チームのトーナメントを行います。ハイレ
ベルな対戦の模様や、ステージでのコスプレイヤーによるグッズパフォーマンスなど内容盛り沢山でお送りしますの
で、ご注目ください！

出展社名 ロビー チャット&ゲームコミュニティー （一般展示コーナー）

ブース概要

驚きのアトラクションが登場!? 日本最大級のスマホゲーマーSNS『Lobi』が東京ゲームショウ初出展。「ゲームがもっと
楽しくなるコミュニティ」というコンセプトをもとに「XFLAG」スタジオ総監督で、大ヒットスマホゲーム『モンスターストライ
ク』の木村Pとの対談を始め、『ブレイブ フロンティア』や『メルクストーリア』など大人気スマホゲームのキャラクターた
ちと一緒に皆様をお待ちしております！

出展社名 wise （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
2016年リリース予定のオリジナルVRホラー『輪子』のティザー、UE4で制作されたVRデモ『Blossom』と実写にCGを合
成するVFXによって制作されたVRデモ『The World's End』を公開。それぞれ、HMD 「Oculus Rift DK2」で体験していた
だけます。また、弊社のフォトグラメトリー技術やフィジカルベースのアセット制作フローも同時にご紹介いたします。

出展社名 ワンダーランドカザキリ （スマートフォンゲーム/ソーシャルゲームコーナー）

ブース概要

タイミングよくジャンプ！ 宝箱を探してカギを求めよう！ じゃまなモンスターやトラップも蹴散らして地下深くへと潜る
のだ。ワンダーランドカザキリの新作、ドット風３Dゲーム『ブロッククエスト』は、ダンジョンに潜って様々な仕掛けを攻
略するオールドスタイルな謎解きアクションゲームです。100万ダウンロードのヒットゲーム『田中部長』のクリエイター
チームが作る新作スマホゲームを展示します。
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