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一般展示
アクワイア 忍道　戒 Shinobido Imashime PS2 アクション \7,140 2005年11月
AKELLA　［ロシア］ Captain Blood Captain Blood Xbox,PC アクション $50 2006年7月

Swashbucklers Swashbucklers PS2,PC アクション $50 2006年1月
アタリ ジャパン ザ・マトリックス：パス・オブ・ネオ The Matrix : Path Of Neo PS2 アクション 未定 2005年

ファーレンハイト Fahrenheit PS2 アドベンチャー 未定 2005年秋
マーク・エコー ゲッティング・アップ：コンテンツ・アンダー・プレッシャー MARC ECKŌ'S Getting Up : Contents Under Pressure PS2 アクション 未定 2005年
スタントマン Stuntman PS2 その他 \7,140 2005年9月1日

アトラス デビルサマナー　葛葉ライドウ（仮題） DEVILSUMMONER  KUZUNOHA　RAIDOU PS2 ロールプレイング 未定 未定
真・女神転生デビルサマナー SHIN-MEGAMITENSEI  DEVILSUMMONER PSP ロールプレイング 未定 未定
プリンセスクラウン PRINCESS CROWN PSP ロールプレイング \5,040 2005年9月22日
くにおくん熱血コレクション１ KUNIOKUN　NEKKETSU　COLLECTION　１ GBA アクション \5,040 2005年8月25日
みらくる！ぱんぞう MIRACLE ! PANZOU GBA アクション 未定 2005年秋
Risk Your Life Part 2 Risk Your Life Part 2 PC ロールプレイング 未定 ｵｰﾌﾟﾝβﾃｽﾄ開催中 対応

イマヒマ Habboホテル Habbo Hotel PC
登録無料

Habboﾎﾟｲﾝﾄ\100～
正式サービス中

ガンホー・オンライン・エンターテイメント エミル・クロニクル・オンライン EMIL CHRONICLE ONLINE PC ロールプレイング 未定 2005年8月10日より第二次βﾃｽﾄ開始 対応
ヨーグルティング Yogurting PC ロールプレイング 未定 2005年9月1日よりｸﾛｰｽﾞﾄﾞβｻｰﾋﾞｽ開始 対応
ラグナロクオンライン RAGNAROK ONLINE PC ロールプレイング \1,500/30日 配信中 対応
A3（エースリー） A3 PC ロールプレイング \2,000/30日 配信中 対応
ポトリス2 FORTRESS2 PC シューティング \300/30日 配信中 対応

サバイバルプロジェクト SURVIVAL PROJECT PC アクション
無料ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施中
(一部ｱｲﾃﾑ課金有）

配信中 対応

TANTRA（タントラ） TANTRA PC ロールプレイング 無料（一部ｱｲﾃﾑ課金有） 配信中 対応
クライマックス ダンジョン育成ＲＰＧ MY OWN Dead-Lock 未定 ロールプレイング 未定 2005年冬 対応

アクションＲＰＧ ACTION RPG 未定 ｱｸｼｮﾝRPG 未定 2006年春
GRAVITY Co., Ltd.　［韓国］ ラグナロクオンライン2 RAGNAROK Online２ PC ロールプレイング 未定 未定 対応

レクイエム REQUIEM PC ロールプレイング 未定 未定 対応
スタイリア STYLIA PC その他 未定 未定 対応
ラグナロク　タクティックス モバイル Ragnarok Tactics Mobile WIPI シミュレーション 未定 未定
ラグナロク2モバイル　エピソード1　フェライン Ragnarok2 Mobile Episode1 Verein WIPI ロールプレイング 未定 未定

クレスト ライダー Rider PC シミュレーション 無料 配布中

コアカラーズ タグふれんず TAG FRIENDS Web その他
登録無料（一部ｱｲﾃﾑが
有料\100～500程度）

β版リリース中
（有料ｱｲﾃﾑは、９月発売予定）

対応

コーエー 真・三國無双４ 猛将伝 Dynasty Warriors 5 Xtream Legends PS2 アクション \4,494 2005年9月15日
遙かなる時空の中で３ 十六夜記 Harukanarutokinonakade3 Izayoiki PS2 アドベンチャー \5,040 2005年9月22日
WINBACK ２ Project Poseidon WINBACK ２ Project Poseidon PS2 アクション 未定 2005年冬
三國志DS Romance of the Three Kingdoms DS DS シミュレーション \5,040 2005年9月29日
信長の野望 Online ～飛龍の章～ Nobunaga's Ambition Online:Hiryu no Sho PS2,PC ロールプレイング \7,140 発売中 対応

大航海時代 Online Uncharted Waters Online PC ロールプレイング
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ無料

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ販売\2,604
発売中 対応

真・三國無双４ Special(仮称) Dynasty Warriors 5 Special(Working Tiltle) Xbox 360 アクション 未定 2005年冬 未定
仁王 Ni-oh PS3 アクション 未定 2006年夏 未定
真・三國無双DS（仮称） Dynasty Warriors DS DS アクション 未定 未定 未定
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コナミ METAL GEAR SOLID 4（仮） METAL GEAR SOLID 4 PS3 未定 未定 未定
Ｒｕｍｂｌｅ Ｒｏｓｅｓ XX(仮） Ｒｕｍｂｌｅ Ｒｏｓｅｓ XX(working title） Xbox360 プロレス 未定 未定 対応
プロ野球スピリッツ PROYAKYU SPIRITS　　　　　　　　　  Xbox360　       野球                  未定                    未定　　　  対応 対応
METAL GEAR SOLID 3 SUBSISTENCE METAL GEAR SOLID 3 SUBSISTENCE PS2 未定 未定 未定 対応
METAL GEAR ACID２ METAL GEAR ACID２ PSP ACID 未定 未定
新・ボクらの太陽～逆襲のサバタ～ boktai3 GBA 太陽ｱｸｼｮﾝRPG \5,229 2005年7月28日
ラプソディア Rhapsodia PS2 S・RPG \7,329 2005年9月22日
ワールドサッカーウイニングイレブン９ユビキタスエヴォリューション WORLD SOCCER Winning Eleven 9 UBIQUITOUS EVOLUTION PSP スポーツ \5,229 2005年9月15日
実況パワフルプロ野球ポータブル JIKKOU PAWAFURU PUROYAKYU PORTABLE PSP 野球 未定 未定
悪魔城ドラキュラ～闇の呪印 Castlevania Curse of Darkness PS2 ｱｸｼｮﾝ 未定 未定
悪魔城ドラキュラ～蒼月の十字架 Castlevania Dawn of Sorrow DS ｱｸｼｮﾝ \5,229 2005年8月25日
レーシングゲーム「注意！！！！」 RACING GAME ｢CHUUI !!!!｣ PS2 注意ドライビング \5,229 2005年9月15日
S.L.A.I.～STEEL LANCER ARENA INTERNATIONAL～ S.L.A.I.～STEEL LANCER ARENA INTERNATIONAL～ PS2 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾒｯｸｼｭｰﾀｰ \7,329 2005年9月22日 対応
Azure Dreams Azure Dreams DS 未定 2005年12月22日
アニマル横町～どき☆どき　救出大作戦！の巻～ ANIMAL YOKOCHO ～DOKI☆DOKI KYUSHUTSU DAISAKUSEN! NOMAKI～ GBA 未定 未定 未定
コロッケ！DS　天空の勇者たち Croket！DS Tenku no Yushatachi DS ﾀｸﾃｨｸｽｱｸｼｮﾝPRG 未定 未定
アイアン・フェザー Iron Feather DS ｱｸｼｮﾝRPG 未定 2005年冬
ときめきメモリアルオンライン Ｔｏｋｉｍｅｋｉ Ｍｅｍｏｒｉａｌ　ONLINE PC 学園ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｹﾞｰﾑ 未定 2005年 対応

スクウェア・エニックス フロントミッション オンライン PS2,PC
ﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾀｸﾃｨｶﾙ･

ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ･ｱｸｼｮﾝ
PS2：\7,140
PC：未定

PS2：発売中
PC：未定

対応

キングダム ハーツII KINGDOM HEARTS II PS2 RPG 未定 2005年
ダージュ オブ ケルベロス -ファイナルファンタジーVII- DIRGE of CERBERUS -FINAL FANTASY VII- PS2 ｶﾞﾝｱｸｼｮﾝRPG 未定 未定 対応
コード・エイジ　コマンダーズ　～継ぐ者 継がれる者～ PS2 ﾊﾞﾄﾙｱｸｼｮﾝRPG \6,800 2005年10月13日
スライムもりもりドラゴンクエスト2　大戦車としっぽ団 DS 未定 未定
コード・エイジ　ブロウルズ　～二つの鼓動～ 携帯電話
フロントミッション2089 携帯電話

セガ 次回リリースで発表予定

セガ・ロジスティクスサービス
復刻版セガサターンコントロールパッド
グレー　ホワイト　スノーホワイト

SEGASATURN CONTROL PAD FOR PS2
(GREY,WHITE,SNOW WHITE)

\2,394 2005年9月22日

ワイヤレスコントローラ　SurfWave
ブラック　ホワイト　ブルー

WIRELESS GAME CONTROLLER SurfWave
(BLACK,WHITE,BLUE)

\5,229 2005年11月

台湾ゲーム館　［台湾］
　Zeroplus Co., Ltd.　 モーションガン Motion Gun 未定 未定

ＬＣＤガン LCD Gun 未定 未定
　台湾貿易センター　 モーションガン、ＬＣＤガン MOTION GUN、LCD GUN 全ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ適用 その他 対応

飛天歴険 DREAM OF MIRROR PC アクション 対応
曙光オンライン HOLY BEAST ONLINE PC アクション 対応

フジワーク アナログ連射コントローラ 「極」 Analog Controller「ＫＩＷＡＭＩ」 オープン 2005年9月
メディアレコーダー　「ＰｖｒＡｌｅｘ」 Media Recorder「ＰｖｒＡｌｅｘ」 オープン 2005年9月
プレイステーション２用メモリーカード

ブロッコリー クロスワールド-見知らぬ空のエターティア- PC アドベンチャー
\9,240(限定版）
\8,190（通常版）

2005年9月29日

ギャラクシーエンジェルII PS2 シミュレーション 未定 2006年2月
カードゲーム関連のパネル展示

PS2対応ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ

PS2対応ﾃﾞｭｱﾙｼｮｯｸ2互換の無線ｺﾝﾄﾛｰﾗ

PS2,Xbox､PC対応ｶﾞﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ
PS2,Xbox､PC対応ｶﾞﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ

プレイステーション２用コントローラ

家庭用メディアレコーダー
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モリガング ニンテンドーＤＳ専用　ショルダーポーチＤＳポケモン \1,575 2005年4月23日

ニンテンドーＤＳ専用　カセット＆カードポケットポケモン \525 2005年7月16日

ニンテンドーＤＳ専用　液晶保護フィルムＤＳ \630 2005年7月16日

RHOCEO CO., LTD.　［韓国］ 競馬王オンライン KingRace Online PC スポーツ 未定 未定 対応
R.MAN（仮称） R.MAN（AKA） PC ロールプレイング 未定 未定 対応
RFC Online RFC(Real Fighting Championship) Online PC アクション 未定 未定 対応

モバイルコンテンツコーナー

アンビション ネバーワールドオンライン Never World Online Web MMORPG １キャラクター\315
(６キャラクターまで作成可能) 2004年7月22日 対応

インタラクティブ ブレインズ フィスト　グルーヴ［ＴＭ］ Fist Groove[TM] BREWｱﾌﾟﾘ 他 アクション 1ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ/\525 他 2005年6月30日
ディープ　ラビリンス［Ｒ］ DEEP LABYRINTH[R] DS ロールプレイング 未定 未定
ディープ　ラビリンス［Ｒ］ DEEP LABYRINTH[R] Javaｱﾌﾟﾘ 他 ロールプレイング 1ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ/\525 他 2004年7月2日
トイヘッズ［Ｒ］ TOY HEADS[R] BREWｱﾌﾟﾘ 他 アクション 月額/\210 他 2004年12月16日
ライト　ストリーム［ＴＭ］ Light Stream[TM] BREWｱﾌﾟﾘ 他 レーシング 1ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ/\525 他 2005年1月13日
トイヘッズ［Ｒ］ TOY HEADS[R] アーケード アクション 1プレイ/\100 未定

クワトロメディア オセロ★超ゲー90円 Javaアプリ その他 \94/月 配信中
超ゲー★88円 Javaアプリ その他 従量課金\92/１DL 配信中
超ゲー★Ｖアプリ Javaアプリ その他 従量課金\94/１DL 配信中
ザ★テーブルゲームズ The★TableGames BREWアプリ その他 \315/月 配信中 対応
人生ゲーム・Online BREWアプリ その他 \315/月 配信中 対応
元祖♪ラーメン堂本舗 BREWアプリ シミュレーション \315/月 配信中
恋愛★タロット占い BREWアプリ その他 従量課金\210/1DL 配信中

コトブキソリューション エアロバティックヒーロー AEROBATIC HERO Vアプリ シミュレーション \420（従量） 2005年8月1日
封魔戦記エルドギア Eldgear Vアプリ ロールプレイング \420（従量） 2005年10月3日
ウチの猫 Uchi no neko iアプリ その他 \210(個別） 2005年9月1日
ヒロイックヴァース HEROIC VERSE Vアプリ ロールプレイング \420(従量） 2005年9月1日

カスタム!!３Ｄゴルフ CUSTOM!! 3D GOLF BREWアプリ スポーツ
本体\0/コース\210

ｷｬﾗｸﾀ\105/ｸﾗﾌﾞ･ﾎﾞｰﾙ\53 2005年9月

美少女ゲーム（仮） Vアプリ シミュレーション \420(従量） 2005年11月1日
ジー・モード 12GEMs Javaアプリ ロールプレイング 未定 2005年秋

ゆるゆる劇場シリーズ Java･BREWｱﾌﾟﾘ アドベンチャー
シールズ なすブーの冒険１ Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ １ ｏｆ ｔｈｅ ＮＡＳＵＢＯＯ 携帯電話 ロールプレイング \105/月 2005年秋

なすブーの海釣り Ｓｅａ ｆｉｓｈｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ＮＡＳＵＢＯＯ 携帯電話 アクション \105/月 2005年秋
ウサクルスロット ＵＳＡＣＯＯＬＭＩＸ ＳＬＯＴ 携帯電話 アクション \105/月 2005年秋
たまがにさんの神経衰弱 Ｎｅｒｖｏｕｓ ｂｒｅａｋｄｏｗｎ ｏｆ ｔｈｅ ＴＡＭＡＧＡＮＩＳＡＮ 携帯電話 パズル \105/月 2005年秋
ウサクルBJ7 vs マリー ＵＳＡＣＯＯＬＭＩＸ ＢＪ７ ｖｓ ＭＡＲＩＥ 携帯電話 パズル \105/月 2005年秋
イルのドリームダンジョン１ Ｄｒｅａｍ ｄｕｎｇｅｏｎ １ ｏｆ ＩＬ 携帯電話 ロールプレイング \315/月 2006年春

ニンテンドーDSのｹﾞｰﾑｶｰﾄﾞ3枚とGBAｶｰﾄﾘｯｼﾞ
１本、純正ﾀｯﾁﾍﾟﾝを１本収納可能のｹｰｽ

キズや汚れから画面を守るニンテンドーＤＳ
専用の液晶保護フィルム

ニンテンドーＤＳ本体と周辺機器
を収納する大型ポーチ
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大都技研／ディーピー 大都技研公式パチスロシミュレーター　押忍！番長 PS2 その他 未定 未定
スロットアプリ押忍！番長ＤＸ（仮） iアプリ その他 \315/月 2005年秋
スロットアプリ　吉宗 iアプリ その他 \315/月 配信中
スロットアプリ　アクアマリン iアプリ その他 \315/月 配信中
吉宗麻雀 iアプリ その他 \315/月 配信中
番長紙相撲 iアプリ アクション \315/月 配信中
番長卓球 iアプリ スポーツ \315/月 2005年9月上旬
吉宗大江戸大冒険 iアプリ アクション \315/月 配信中
吉宗サウンドトラック、吉宗マゲミックス、押忍！番長サウンドトラック 各\1,260 発売中
｢吉宗」「押忍！番長」グッズ各種

タカラ モバイル エンタテインメント 人生ゲーム3D iアプリ その他 \210/月 2004年12月
人生ゲーム平成版 BREW/JSCL その他 ￥210/￥525 2005年2月・2005年8月

人生ゲームOnline BREWｱﾌﾟﾘ その他 \315/月 2004年 対応
ノキア・ジャパン 調整中※Symbian OS上で動くゲームを予定
フロム・ソフトウェア 3D戦闘メカアクション::オンライン(仮) 3D MECHANICAL ACT::ONLINE(working title) i-mode/FOMA シミュレーション \315/月 2005年10月3日 対応

アーマード・コア　モバイル2 ARMORED CORE MOBILE2 BREWｱﾌﾟﾘ アクション \525 2005年9月8日
天誅 忍術皆伝 TENCHU NINJUTSU KAIDEN BREWｱﾌﾟﾘ アクション \525 2005年8月18日
キングスフィールド モバイル2 KING’S FIELD MOBILE2 BREWｱﾌﾟﾘ ロールプレイング \525 2005年10月6日
ノム NOM BREW/Vｱﾌﾟﾘ アクション \210 2005年10月6日
FOR 春 GOLF（仮） FORTUNE GOLF（working title） BREW/Vｱﾌﾟﾘ スポーツ \315 2005年10月6日

ワークジャム 探偵　神宮寺三郎 Detective saburo jinguji 携帯電話 アドベンチャー 配信中
謎の事件簿 Nazo no jikenbo 携帯電話 アドベンチャー 配信中
謎じけ冒険録 Nazojike bokenroku 携帯電話 ロールプレイング 配信中
ローゼンメイデン Rozen Maiden 携帯電話 アドベンチャー 配信中
花子さんがきた!! Hanakosan ga kita!! 携帯電話 アドベンチャー 配信中

ゲームスクールコーナー
クラーク記念国際高等学校 秋葉原ITキャンパス アキバは僕らのテーマパーク PC
専門学校 東京テクニカルカレッジ クラッシュ大激闘 PC アクション

みんなでわなポン PC アクション
Ｃａｎｄｙ×Ｃａｎｄｙ PC パズル
ゲームＣＧ科２Ｄキャラクタ作品 2DCG Character Design
ゲームＣＧ科３ＤＣＧムービー作品 3DCG Movie
ゲームＣＧ科ポストカード作品 Post Card

テクノスカレッジ 東京工学院専門学校 INSTIGATE INSTIGATE PC シューティング \1,800 2004年3月
天体観測 Ｔｅｎｔａｉ　Ｋａｎｓｏｋｕ ｉアプリ その他
縁日 ennichi ﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑ

デジタルエンタテインメントアカデミー フォトリア GC アクション
トライデントコンピュータ専門学校 スキュー Ｓ．Ｑ． 携帯電話 パズル サクセス様より発売予定 未定
名古屋工学院専門学校 カスタム海人 Custom umintyu PC アクション

スフィリンス Ｓｕｆｉｒｉｎｓｕ PC パズル
くしぃ to 魔法のペンキ Ｋｕｓｉi to Mahounopenki PC パズル
コロの宝物 koronotakaramono iアプリ パズル
スターダストバインド STARDUSTBIND PC アクション
王様の注文 Ｏｓａｍａｎｏｔｙｕｍｏｎ PC アクション

ゲームＣＧ科学生がデザインしたポストカードをパネルで展示および配布

ゲームＣＧ科学生が制作した３ＤＣＧムービーをパソコンで上映

ゲームＣＧ科学生がデザインした各種キャラクタをパネルで展示

非売品
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出展社名 タイトル名 The name of exhibiting title ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ ジャンル 価格（予価/税込） 発売日(予定) ｵﾝﾗｲﾝ対応

新潟コンピュータ専門学校 プリズナー PRISNER PC アクション
劇場・愛の花園 GEKIJOU・AINOHANAZONO iアプリ アドベンチャー
ミステリーサークル mystery circle PC アクション
伝説の教師 DENSETUNOKYOUSHI PC アクション
ラクラス LUCLAS PC パズル
カラフリア KARAFURIA PC パズル

代々木アニメーション学院 学生作品集 ＰＣ その他
開発ツール＆ミドルウェアコーナー

マルチターム マスプレイヤーシステム MassplayerSystem(R) 発売中
■ビジネスデイのみ出展
オーストラリア・クィーンズランド州政府　[オーストラリア] Electronic Games Queensland Profile Brochure Electronic Games Queensland Profile Brochure

High-Tech Coast Gateway to Australia High-Tech Coast Gateway to Australia
Information and Communication Technology Queensland Information and Communication Technology Queensland

※５０音順／株式会社などの表記は省略　

非売品

プラットフォーム略称表記　GBA：ゲームボーイアドバンス、GC：ニンテンドー ゲームキューブ、DS：ニンテンドー ＤＳ、PC：パソコン、PSP：プレイステーション・ポータブル、PS2：プレイステーション2、PS3：プレイステーション3

ﾈｯﾄﾜｰｸｹﾞｰﾑ用通信ﾐﾄﾞﾙｳｪｱ&ﾗｲﾌﾞﾗﾘ

ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州電子ｹﾞｰﾑ協会の概要、ｻｰﾋﾞｽについてのご案内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(無料)

オーストラリアのハイテク産業の概要、投資誘致ご案内(無料)

クィーンズランド州のIT産業について
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一般展示 

アクワイア 

アクワイアではプレイステーション２用ソフト「忍道 戒」を出展します。そこでプレイデモを初公開予定！次世代機に

先駆けて物理エンジンを搭載し、リアリティが向上。これにより忍ぶ緊張感、必殺技の爽快感が倍増しました！その

上、アイテムの数々はどれも忍者ならでは！ 

スパイク（販売）とアクワイア（企画・開発）が織り成す新忍者プロジェクト。めくるめく忍者体験をしに来てください。 

AKELLA ［ロシア］ 

コンピューターゲーム・ＰＳ２・Ｘｂｏｘ対応のゲームコンテンツを紹介します。 

アスク 

株式会社アスクは、FlexiqlowTM 社（香港）製ゲーム用マウスパッドとゲームパッドの「Cyber SnipaTM シリーズ」の

取扱いを開始いたします。  

Cyber SnipaTM ゲームパッドは FPS(First Person Shooting)ゲームに最適されていて、特化したデザインが特徴的

なキーパッドです。FPS 特有のキー配置が苦手な方でも、すぐにゲームを始めることができます。 

Cyber SnipaTM マウスパッドはマウスの操作性を向上させる為、高品質のアルミを採用、剛性があり丈夫で歪まな

い、マウス操作において抵抗の少ない表面、広い面積を持ち、激しい動きにも余裕で対応できます。またアンダー

パッドにシリコンマットを使用し、ズレたりせずにしっかり固定します 

アタリ ジャパン 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日）実施予定 

イマージン コーポレーション 

有機ＥＬアクティブマトリックスのマイクロディスプレイ開発・製造メーカーです。今般、弊社製ＳＶＧＡカラーパネルを

二枚用いたヘッドマウントディスプレイ装置（Ｚ８００ ３Ｄ-Ｖｉｓｏｒ）を開発・販売を開始しました。ヘッドトラッカー（三次

元ジャイロセンサー）を内蔵し、３Ｄ機能とともに、上下左右３６０度のバーチャルイメージを創り出します。ステレオ

オーディオイヤフォン・ノイズキャンセルマイクロフォンも付属し、１０５インチ相当の大画面で３６０度３Ｄ画面の迫力

をお試しください。ゲーム・ビジネスと幅広くお使いいただけます。 

イマヒマ 

「Habbo ホテル」は、ホテルを舞台にしたオンライン上の『あそび空間』。カフェ、プール、ピザ屋さんなどの公共スペ

ースに加えて、ホテルの客室には、みんなが作ったゲーム部屋や迷路がいっぱい！マイルームを作ってお部屋の

デコレーションを楽しんだり、かわいい「ペット」を飼うことだってできちゃうゾ。さあ、Habbo（ハボ）と呼ばれるキュート

なキャラクターに変身して、ユーモアあふれる仲間とゲームやオシャベリを楽しもう！ 

登録は無料。ぜひブース内で遊んでいってね☆ 

インターネットラジオ 音泉 

配信番組 30 タイトル！すべての番組が無料で聴けるインターネットラジオステーション『音泉』ブースでは、音泉の

番組が気軽に楽しめる試聴コーナーを設置！秋からの新番組をいち早くチェック出来ます！！ 
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ATI テクノロジーズジャパン 

ＡＴＩテクノロジーズでは、今年もゲームショウに出展いたします。家庭用ゲーム機とは一味違ったＰＣゲームならで

はの迫力を最新のゲームと共にお楽しみください。ＡＴＩでは、グラフィックカードパートナー（ＡＩＢパートナー）の最新

のグラフィックカードを搭載したＰＣを多数用意して、皆様の来場をお待ちしております。特にグラフィックカードを２

枚挿した“CrossFire”による迫力あるゲームをぜひ味わってみてください。 

XTREME LTD ［香港］ 

エクストリームは 10 年以上にわたり、ビデオゲームのアクセサリーを製造・デザインし、市場に送り出してきました。

そのブランドはプレイステーションに初めてカラージョイパッドを導入して以来、人気を博しています。その後もビデ

オゲームコンソール、ＰＣコンパティブルを開発、フル生産し、世界中の市場に向けての配信に成功してきました。エ

クストリームは東京ゲームショウ２００５において、日本で初めてのパートナーを開拓するため出展します。 

SNK プレイモア 

ＳＮＫプレイモアは、今年も東京ゲームショウで皆さんをお出迎えいたします！噂の新作ゲームをはじめ、たくさん

の家庭用新作をラインナップ。イベントも、前回好評のゲーム大会が大幅パワーアップ。加えて声優トークショウ

や、コスプレアイドル撮影会など盛りだくさんな内容です。「東京ゲームショウ２００５」にお越しの際は、メインエント

ランス正面のＳＮＫプレイモアブースに是非お立ちよりください！ 

NTT ドコモ 

i アプリ期待の新作や大人気のあのゲームが大集合！ 

ますます進化した 901iS シリーズで感動と興奮がさらに広がる。 

さらに今年は家庭用ゲーム機等と連動したコンテンツも紹介。 

i モードの実現するゲームの世界にご期待ください。 

エンターブレイン 

弊社発行のゲーム専門誌「週刊ファミ通」の出張編集部が、「東京ゲームショウ２００５」会場内に出現します！ 

出張編集部内では、クリエイターや業界関係者などのインタビューや、ゲーム攻略の実演、ゲーム大会、その場で

制作した号外の配布などを行ないます。 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント 

今年のガンホー・オンライン・エンターテイメントブースは昨年よりも更にパワーアップ！ファン待望の話題作、ハート

フルオンラインＲＰＧ「エミル・クロニクル・オンライン」・学園オンラインＲＰＧ「ヨーグルティング」の２タイトルのほか

に、１００万アカウントを突破した大人気の「ラグナロクオンライン」をはじめ、「Ａ３」・「タントラ」・「ポトリス２」・「サバイ

バルプロジェクト」など、７タイトルを出展予定！初公開映像・新発表・オリジナルグッズのプレゼントなど期待を裏切

らない内容で皆様をお待ちしておりますので、是非ガンホーブースにご期待ください。 

クライマックス 

これまで、「ＲＰＧ」「ドライブゲーム」など数々のエポックメイキング的ゲームを開発してきた株式会社クライマックス

（代表 内藤 寛）ですが、ＴＧＳ出展は初参加となります。この度は新作のＲＰＧを２タイトル発表いたします。いず

れも、「斬新」「懐かしさ」をキーワードとした作品内容となっておりますので、当日は当ブースへ足を運んでいただ

き、じっくりとクライマックスブースをご堪能ください。ご質問等はお気軽にスタッフにお声をおかけください。 
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GRAVITY Co., Ltd. ［韓国］ 

メビウスの環をモチーフとして構成された GRAVITY ブースでは、世界 37 カ国のユーザーから愛されている「ラグナ

ロクオンライン」待望の次期作「ラグナロクオンライン 2」を公開予定です。さらに、新作ゲームとして GRAVITY 初の

成人向けハードコアホラーゲーム「レクイエム」、新概念カジュアルゲームポータルとして次世代のオンラインプラッ

トフォームを目指す「スタイリア」、そしてラグナロクモバイルの３D戦略シミュレーション版「ラグナロク タクティックス

モバイル」や「ラグナロク 2 モバイル エピソード 1 フェライン」をお届けいたします。日本の皆様に初公開となる新作

ゲームの体験コーナーもご用意し、皆様のお越しをお待ちしております。 

【実施イベント】 

●9/16（金） 11:00～12:00 

 GRAVITY 新作「ラグナロクオンライン 2」「レクイエム」制作発表会 

  出演者：GRAVITY 会長 金正律、「ラグナロクオンライン 2」開発マネージャー、「レクイエム」開発マネージャー 

「ラグナロクオンライン2」プロモーションビデオ公開、「ラグナロクオンライン2」BGM契約発表、「ラグナロクオンラ

イン 2」クローズβ発表、「レクイエム」プレームービー公開、「レクイエム」ゲームプレー公開 他 

●9/16（金）～18（日） 12:00～13:00、15:00～16:00 

 GRAVITY「スタイリア」ゲーム対戦 

  出演者：ゲーム進行案内員、ご来場の皆様 

「スタイリア」ゲーム進行案内員と参加者が 1 つのチームとなり 2 対 2 のゲーム対戦を繰り広げます。その様子

はスクリーンにて会場の皆様に御覧いただき、参加者の皆様には素敵なプレゼントをご用意しております。 

●9/16（金）～18（日） 11:00～12:00、14:00～15:00 

 鐘よ響け!!宝箱から「ラグナロクオンライン」グッズが、、 

  出演者：ゲーム進行案内員、ご来場の皆様 

「ラグナロクオンライン 2」のキャラクターに扮した進行員が鐘を鳴らすと、宝箱が出現!! 宝箱からはご来場の皆

様への素敵なラグナロク関連グッズが溢れ出します。たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。 

●9/16（金）～18（日） 10:00～11:00、13:00～14:00 

 Photo Photo  -GRAVITY ブースへようこそ- 

  出演者：ゲーム進行案内員、ご来場の皆様 

GRAVITY ブース内に設置された「ラグナロクオンライン 2」「レクイエム」のセットを背景にゲームのマスコットガー

ルと記念撮影をお楽しみください。 

クリーク・アンド・リバー社 

★弊社サービスのご紹介 

 ○サービス概要のパネル展示 

 ○パンフレット配布 

 ○映像による会社紹介（予定） 

★情報のご提供 

 ○クリエイティブ業界動向 

その他随時、弊社 HP（http://www.cri.co.jp）にてお知らせいたします！ 
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クレスト 

好評フリー配布中のバイク便シミュレーションゲーム“Rider”を、実際のバイク便会社である株式会社バイク急便の

協賛を得て、ゲームショウに向けてバージョンアップさせます。展示空間はバイク急便で実際に配送に使用されて

いるバイクを展示し、その前面にゲーム画面を投影するという空間を作りました。 ゲームにランキング機能を設

け、ランキング上位者には記念品を贈呈するなど、異例の異業種間協調ならではのブースとなる筈です。 

両社ともに、この展示が事故撲滅の一石となる事を期待しております。 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 11：00～、13：00～、15：00～ 

 1 分でも早く届けたい――“Rider”特急チャーター便 

  出演者：ご来場の皆様 

  ランキング機能を設けた“Rider”でご来場の皆様に遊んで頂きます。上位者には記念品を謹呈。 

KDDI 

ブロードバンド対応のネットワークゲームシステム「マルチマッチング BB（ＭＭＢＢ）」に対応したオンラインゲームの

プレアブル展示（体験コーナー）やイベントステージでのＭＭＢＢサービス、対応タイトル紹介プレゼンテーション等

を行います。さらに人気アイドルの井上ゆりなさん（ＭＭＢＢイメージガール）によるイベントも予定しております。 

(game)land ［ロシア］ 

ゲームランドはロシアの優れた出版社です。多くのファンを持ち、現在 17 誌を発行しています。この内、ゲーム部門

からは３誌を発行しています。「ＧａｍｅＬａｎｄ」は隔週発行のマルチプラットフォームの雑誌、「ＰＣ Ｇａｍｅｓ」はＰＣ

マーケット向け月刊雑誌、「Ｂｕｌｌｅｔｉｎ ｏｆ Ｒｕｓｓｉａｎ Ｇａｍｉｎｇ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ」はゲーム出版者、開発者、ディストリビュ

ータ向け業界誌です。この業界誌ではロシアにおけるゲーム市場の分析と統計調査を行なっています。 

コアカラーズ 

タグふれんずは、みんなが使っているブログやホームページに「タグ」と呼ばれるキャラクターチャットのスペースを

提供するサービスです。 

タグふれんずでは、「タグ」上で、友達と気軽な会話を楽しんだり、集めたアイテム（家とか、変わった植物、ガラク

タ）などで、「タグ」を飾りつけることができます。 

また、タグふれんずについている「ふれんずリンク」を使うと、友達をたくさん増やす事ができ、交流の幅を広げる事

ができるコミニケーションツールになります。 

皆さんも是非、タグふれライフを楽しんでみてください。 

コナミ 

今回のコナミブースは、シリーズ初のオンラインシステムを導入した「METAL GEAR SOLID 3 SUBSISTENCE」、そのほか話

題のラインナップが目白押しです。次世代機の特別映像、新情報満載のイベントステージ、体験プレイなど必見のエンタテイ

ンメントでおおくりします。 

スクウェア・エニックス 

内容は未定です。今後の情報をお待ちください。 

セガ 

次回リリースで発表予定 
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セガ・ロジスティクスサービス 

復刻版セガサターンコントロールパッドを世に送り出したセガ・ロジスティクスサービスが今年も東京ゲームショウに

出展します！お待たせしてすみませんでした！昨年、同ブースにて発表し、大きな反響をいただいた PS2 対応ワイ

ヤレスコントローラ SurfWave を、ようやく皆さんにお披露目することができます！ぜひ、その質感・操作性をお試しく

ださい！また、今までのラインナップだけでなく、ビッグサプライズをご用意しております。それらをお試しいただくた

めにミニゲーム大会も実施予定！皆様の期待を裏切らないセガ・ロジスティクスサービスに、ぜひ遊びに来てくださ

いね！！ 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 各日 4 回程度（時間はブースにて発表の予定） 

 ミニゲーム大会 

  既存の製品や、これから販売を予定している試作品を試遊していただくためのミニゲーム大会です。 

台湾ゲーム館 ［台湾］ 

 Zeroplus Co., Ltd.  

台湾から初参加のゼロプラスです。私達のブースでは「モーションガン」「ＬＣＤガン」のニュースタイルライトガン２

点を体験することができます。これらのライトガンはＰＳ２、Ｘｂｏｘ、そしてＰＣゲームにも対応し、さまざまなガンシ

ューティングゲームがプロジェクションスクリーンや液晶画面上で楽しめます。これまでＦＰＳ（Ｆｉｒｓｔ Ｐｅｒｓｏｎ Ｓ

ｈｏｏｔｉｎｇ）ゲームで経験することのできなかった感覚的な実感が「モーションガン」を使うと簡単軽快に体感でき

ます。また「ＬＣＤガン」を使って各種シューティングゲームをいろいろな画面上で楽しめ、正確性、簡便性、アプリ

ケーションの多様性などを確認できます。ぜひゼロプラスブースでこれらの新しいライトガンを体験してみてくだ

さい。 

 台湾貿易センター  

台湾の対外貿易を促進するための公的な組織。設立以来、台日間の貿易の振興、台湾企業の日本市場への

進出、同時に日本企業の台湾での市場開拓を支援しています。今回も台湾ゲーム界のリードメーカーを集結、

最新のオンラインゲームと周辺機器を台湾ゲーム館で展示します。出展社を下に紹介します。 

ZEROPLUS TECHNOLOGY CO.,LTD.－http://www.zeroplus.com.tw 

SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.－http://www.softstar.com.tw 

EASYFUN ENTERTAINMENT CORP.－http://www.easyfun.com.tw 

テクモ 

最新ハード Xbox360 専用ソフト『ＤＥＡＤ ＯＲ ＡＬＩＶＥ ４』をはじめ、PlayStation 2 専用ソフト『モンスターファーム 5 

サーカスキャラバン』、ＰＳＰ専用ソフト『KARAKURI』、Xbox 専用ソフト『NINJA GAIDEN Black』とバリエーション豊か

なソフトを出展します。まだ見ぬ未発表タイトルも出展予定。 

トミー 

「ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－」・「ＺＯＩＤＳ（ゾイド）」の２大キャラクターをメインに、ステージとともに常に盛り上がり、迫力

のあるバトルシーンを再現します。 
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NUBYTECH ［米国］ 

アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスから、ＴＶゲーム機の周辺機器をデザイン・製造するメーカーＮＵＢＹＴＥＣＨ

が今年初めての出展！!ライセンスの取得に力を入れており、現在 20 以上のライセンスを受けています。 

パッケージデザインにもこだわった製品の数々、初公開の新製品を皆様の目で実際にご覧ください。ＮＵＢＹＴＥＣＨ

ブースにて皆様のお越しをお待ちしております。 

フジワーク 

フジワークは常に新しい夢に挑戦しています。 

今年の目玉の一つはプレイステーション２用コントローラの最終製品「極」。 

そして、メディアレコーダー『ＰｖｒＡｌｅｘ』です。次世代の動画圧縮技術「Ｈ．２６４/ＡＶＣ」を搭載し、高画質+高圧縮+リ

アルタイム録画を実現した家庭用メディアレコーダーです。東京ゲームショウ２００５ フジワークブースにてその実

力を感じてください。 

その他のゲーム周辺機器も出展いたします。皆様のお越しをお待ちしております。 

ブロッコリー 

コミュニケーションエンタテインメント、株式会社ブロッコリーの活動は、キャラクタービジネス、アニメーション企画・

製作、ゲーマーズの運営、音楽 CD 製作など多岐に渡ります。 

ＴＧＳ２００５のブロッコリー展示ブースはステージをメインに華やかにおおくりします。東京キャラクターショー2005 で

発表された、PS2 専用ソフト「ギャラクシーエンジェル II」他、ラジオや CD で幅広い展開を広げつつある「クロスワー

ルド」、カードゲーム関連等、盛り沢山の内容です。ご期待ください！ 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） ライブ・トークショー等。（詳細未定） 

ホロン 

株式会社ホロン（社長：脇坂龍治 本社：東京都新宿区）は、PSP を本格的ポータブルビデオプレーヤーとして快適

に利用できるようにする PC ソフトウェアを、9 月末日に全国の PC 量販店・家電量販店にて発売します。発売に先駆

けて、東京ゲームショウにて展示デモを行う予定です。 

モリガング 

任天堂ライセンスおよび、小学館プロダクションライセンスを受けた、ビデオゲームグッズの展示。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「東京ゲームショウ２００５」ブース内容一覧 Ｎｏ．１ 
Ｐａｇｅ.7 

RHOCEO CO., LTD. ［韓国］ 

Rhoceo ブースでは、韓国初の本格派競馬オンラインゲーム「競馬王オンライン」をはじめとした多様なゲームライン

アップを日本の皆様に直接ご紹介いたします。育成、レース、ベッティングまでを網羅した「競馬王オンライン」の体

験コーナーでは実際のゲームに触れ、競馬ゲームの真髄をお楽しみいただくことができます。その他にも、豊富な

ダンジョンとクエストが見所の横スクロールアクション MORPG 作品プロジェクトネーム「R.MAN（仮称）」、Rhoceo の

自信作フル 3D オンライン対戦格闘ゲーム「RFC Online」等見所満載の Rhoceo ブースにご期待ください。 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 10:00～17:00（1 時間毎に 30 分間イベント実施） 

 「競馬王オンライン」優勝馬を当てろ！ベッティングゲーム 

  出演者：イベント進行案内員、ご来場の皆様 

Rhoceo の自信作「競馬王オンライン」のレースを観戦しながら優勝馬を予測。見事優勝馬を的中したご来場の

皆様には素敵なプレゼントをご用意しております。ふるってご参加ください。 

●9/16（金）～18（日） 10:00～17:00（1 時間毎に 15 分間イベント実施） 

 “Rhoceo”クイズショウ 

  出演者：イベント進行案内員、ご来場の皆様 

Rhoceo のお送りするオンラインゲーム「競馬王オンライン」「R.MAN(仮称)」「RFC Online」に関するクイズをお届

けします。見事クイズに正解した皆様には素敵な賞品を差し上げます。 

●9/16（金）～18（日） 10:00～17:00（1 時間毎に 15 分間イベント実施） 

 “Rhoceo”オンラインゲームプレームービー紹介 

  出演者：イベント進行案内員 

Rhoceo の自信作「競馬王オンライン」「R.MAN(仮称)」「RFC Online」のプレームービーを日本初公開にて皆様に

ご案内いたします。 

●9/16（金）～18（日） 10:00～17:00 

 Rhoceo「競馬王オンライン」ゲーム体験ショウ 

  出演者：イベント進行案内員 

「競馬王オンライン」体験コーナーを設置、案内員のゲームの説明と共にゲームを体験いただいた皆様には記

念品もご用意しております。たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。 

 
モバイルコンテンツコーナー 

アルゼ 

アルゼブースでは、この夏より運営を開始しました『アルゼモバイル』をはじめ、『アルゼ王国』、『スーパーリアル麻

雀』、『昇竜将棋』といった各公式携帯サイトの見どころを、実際の携帯電話を用いたサイト案内・アプリ試遊などに

より余すことなく紹介いたします。またブースにお越しいただいた、『アルゼ王国』、『スーパーリアル麻雀』、『昇竜将

棋』、各公式サイトの有料会員、もしくはブースにて有料会員になっていただいた方、各日先着 50 名様にシャドウハ

ーツ最新作『シャドウハーツ フロム・ザ・ニュー・ワールド』特製ピンズのプレゼントを予定しております。皆様のア

ルゼブースへのご来場を、心よりお待ちしております。 
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アンビション 

・ネバーワールドの世界観をリアルに表現したブース展示 

・実際に携帯電話でテストプレイ(ネバーワールドのキャラクターに扮した係員がプレイ方法を教えてくれます。) 

・オリジナルプロモーションビデオの放映 

・ゲームショウ出展記念オリジナルイメージサウンドトラックの配布 

・ネバーワールドオリジナルポスターの配布 

インタラクティブ ブレインズ 

１．携帯電話用コンテンツの展示・試遊 

 「フィストグルーヴ」「ディープラビリンス」「トイヘッズ」「ライトストリーム」等を展示予定。 

２．ニンテンドーDS 用コンテンツの展示・試遊 

 「ディープラビリンス」を展示予定。 

３．弊社開発中のアーケード筐体の展示・試遊 

 「トイヘッズ」／アーケード筐体を展示予定。 

４．グッズ、パンフレット等の配布 

 弊社社員並びにコンパニオンによる手配りで、グッズやパンフレット等を配布予定。 

５．コスチュームプレイヤーによる弊社タイトルの訴求 

 「フィストグルーヴ」／女性キャラのコスチュームプレイヤーを配置し、同タイトルの製品イメージを訴求予定。 

クワトロメディア 

Docomo、au、Vodafone の３キャリア対応の、ゲームポータルサイト「超ゲー」、リアルユーザーとの通信対戦が可能

な「The★TableGames」を展示。 

落ち物系のオリジナルゲーム「キラクル」をはじめとした体験コーナーや、「オセロ」「人生ゲーム・Online」の通信対

戦イベント、東京ゲームショウ限定アプリも配布予定！ アプリゲームの王道、定番、新機軸を楽しめるブースはコ

コだ！！ 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日）  

ＢＴＤ ＳＴＵＤＩＯ／クワトロメディアが扱う通信対戦可能なアプリ「オセロ」「人生ゲーム・Online」でキャンペーン

ガールと対戦。見事、勝利すると東京ゲームショウ限定のオリジナルグッズがもらえる！！  

コトブキソリューション 

ケムコのケータイゲームのご紹介！最新作から発売予定までラインナップ。ブースでは実機で体験できるぞ！ 

ジー・モード 

国内最大級！ケータイゲームのジー・モードが満を持してお届けする秋の新作タイトルを一挙大公開！『手のひら

からファンタスティック！』をコンセプトに、大作ＲＰＧや人気の「ゆるゆる劇場」シリーズなど新作タイトルを中心に展

示いたします。ＮＴＴドコモ、ａｕ、ボーダフォンの各公式サイトで配信中の８５０以上のタイトルから選りすぐりの人気

ゲームも展示。“いつでも・どこでも・誰とでも”楽しめるゲームコンテンツが勢ぞろいします！ブース内ではレアグッ

ズがもらえる対戦イベントなども実施予定、気軽に立ち寄ってファンタスティックを体験してください！！ 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日）実施予定 

 



「東京ゲームショウ２００５」ブース内容一覧 Ｎｏ．１ 
Ｐａｇｅ.9 

シールズ 

2005 年秋に配信を開始する、EZWeb 対応ゲームサイト『モアキャラ★ゲーム DX』で遊べるゲームを出展します。 

ゲーム中に「なすブー」「ウサクルミックス」「たまがにさん」をはじめとした、スキップモア制作のかわいいキャラクタ

ーたちが続々と登場し、遊ぶのはもちろん、見るだけでも楽しくなれるので、是非お立ち寄りください。 

また、現在作成中の本格派 RPG「IL Sogno ～夢の守人～」を参考出展します。 

ジグノシステムジャパン 

EZ WEB 対応 BREW(R)ゲームサイト、１・「得する追加ゲーム」、２・「微小女マニアックス」、Vodafone live!対応メガゲ

ームサイト、３・「本格メガゲームズ」のタイトルを開発中のものも含めて試遊していただけるよう、端末も多数用意い

たします。３０ゲーム程度は開発中のものも含め用意します。ブースでは、雑誌ピチレモンのレギュラーモデル（タン

バリンアーティスツ所属）がお客様のお相手をいたします。 

大都技研／ディーピー 

大都技研公式の i モードメニューサイト「大都吉宗ＣＩＴＹ」 

・全国のホールを席巻した「吉宗」のスロットアプリや様々なコンテンツ紹介 

・話題の新機種「押忍！番長」のスロットアプリや様々なコンテンツ紹介 

・スロットアプリ「押忍！番長」ＤＸ版（仮）本会場にて初公開！ 

プレイステーション２用ソフト「大都技研公式パチスロシミュレーター 押忍！番長」本会場にて初公開！ 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 10:00～17:00 

 爺のおみくじ抽選会 

簡単なアンケートに答えると、「吉宗」の大人気キャラが登場するおみくじ抽選会に参加できます。豪華景品を用

意してお待ちしております。 

タカラ モバイル エンタテインメント 

タカラモバイルエンタテインメントブースではケータイサイトで 30 万人以上の会員を誇る『人生ゲーム』シリーズを大

出展！！実際にケータイを手にとってゲームをプレイし、会場でケータイサイトに入会すると素敵なプレゼントがもら

えるかも！！ 

巷で話題の『人生ゲーム』最新作が早くもケータイアプリに！？まだケータイでも配信していない『人生ゲーム』アプ

リを、どこよりも早くお披露目します！！ 

日本中の老若男女に愛され続けて 37 年。国民的ボードゲーム『人生ゲーム』の最新作を遊べる TME ブースを、ぜ

ひのぞいてみてください！！ 

ノキア・ジャパン 

ノキアは、モバイル・コミュニケーションにおける世界的リーダー企業で、携帯通信業界全体の持続可能な発展に

向けて常に取り組んでいます。 

当ブースでは、世界の Nokia の携帯電話をご紹介するとともに、国内外ゲームメーカーによる Nokia の携帯電話上

で動くゲームを体験していただけます。 

Symbian OS 搭載端末や Java 対応端末の展示と、これら端末向けに各種ゲームを制作できるプラットフォームおよ

び開発環境等の紹介も行います。 
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フロム・ソフトウェア 

たくさんの楽しみがぎゅっと詰まっている――「フロムカプセル」は、フロム・ソフトウェアが贈るケータイコンテンツの

シリーズ名称です。 

こちらの「フロムカプセル」ブースでは、この夏から順次リリースを予定している新作タイトルを多数ご紹介。 

コンシューマゲームタイトルでご好評をいただいている 3D 戦闘メカアクション「アーマード・コア」シリーズ、忍者活劇

「天誅」シリーズを中心に新規コンテンツを続々リリース！新たに参入するｉモードでは、ケータイの特性を活かした

遊び方をご提供。さらに、海外で大ヒットを記録した有名コンテンツの配信も予定しています！ 

今年の「フロムカプセル」は、個性的な魅力溢れるラインナップが勢ぞろいです。どうぞお楽しみに！！！ 

ワークジャム 

ハードボイルドミステリー『探偵 神宮寺三郎』。コミカルショートミステリー『謎の事件簿』と、そこから飛び出したＲＰ

Ｇ『謎じけ冒険録』。そして、人気アニメをゲーム化した『ローゼンメイデン』、『学校のコワイうわさ 花子さんがき

た！！』など、たくさんのケータイアプリタイトルをプレイアブル出展！ 遊び放題です！ 

ブースに遊びに来てくれた方には先着にてワークジャム特製グッズをプレゼントしますので、どうぞお早めに！ 

更にご自分のケータイを持ってくると、ゲームショウ開催記念アプリが特別に遊べたりと、いいこといろいろあるかも

……！？ 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日）会期中常時実施 

  あなたのアプリでプレゼントゲット！ 

携帯アプリ『探偵 神宮寺三郎』『謎の事件簿』『謎じけ冒険録』『ローゼンメイデン』『花子さんがきた！！』をご自

身の携帯電話にお持ちの方には先着にて特製ストラップをプレゼントします。 

 
ゲームスクールコーナー 

アクト情報ビジネス専門学校 

学生制作作品展示 

麻生情報ビジネス専門学校 

九州唯一の出展校として３年連続の出展となります。出展に向けて予選を勝ち抜いたゲーム作品の展示を行いま

す。数多くのエントリーの中から選び抜かれた優秀作品が勢揃い！もちろん体験プレイも出来ます。本校は、ゲー

ムプログラムに特化したカリキュラムでゲーム開発のスペシャリスト育成を目指しています。ぜひ作品をご覧くださ

い！ 

WiZ 国際情報工科専門学校 

ＷｉＺ国際情報工科専門学校も今年でようやく５回目のブース出展になりました。 

節目の年にふさわしい遊び甲斐のあるプレイアブルなゲーム作品を展示いたします。 

神奈川情報文化専門学校 

神奈川情報文化専門学校。今年のブースのテーマは「飛翔」。今まさに社会に羽ばたこうとしている学生。その学

生達が作り上げたフレッシュなゲーム作品を中心に展示を行います。 

アクションゲーム、シューティングゲーム、パズルゲーム、格闘ゲーム。 

種類も豊富に全てプレイアブルとなっています。 

学生の力作を気軽に楽しんでいってください。 
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クラーク記念国際高等学校 秋葉原 IT キャンパス 

好きなことを好きなだけ学ぶ。それが、クラーク高校秋葉原 IT キャンパスのスタイルです。プログラムに夢中になる

IT コース、大好きなマンガをとことん描くコミックコース、放送局を立ち上げて番組制作に没頭する声優コース。これ

らが秋葉原 IT キャンパスの学びです。今回は、この３つのコースの成果発表として IT コースがプログラムを作り、コ

ミックコースがキャラクターの制作をし、そして声優コースがキャラクターの声を吹きこんだ自信作です。また、「秋葉

原から紅白へ」を合言葉としてまきのめぐみさんを迎えてのミニライブ。さらに秋葉原のストリートミュージシャンも駆

けつけてくれてのミニライブがあります。アキバは学びのテーマパークを思う存分お見せします！ 

【実施イベント】 

●9/16（金）、18（日） 10:00～16:00 

  アキバ ストリートライブ 

  出演者：秋葉原でストリートライブをしている方々。 

  秋葉原の歩行者天国でストリートライブを敢行している人たちがクラーク高校のために演奏してくれます。 

●9/17（土） 10:00～16:00 

  今年の夏はまきので chu! from akiba! 

  出演者：まきのめぐみ 

まきのめぐみさんを迎えてのミニライブ。「秋葉原から紅白へ」を合言葉として、クラーク高校の生徒たちがプロデ

ュースしています。 

神戸電子専門学校 

卒業生や在校生が作成した各種ゲームソフトをプレイ可能な状態で展示しています。攻略できるかどうか楽しみに

していますので、腕自慢の方はぜひお立ち寄りください。 

国際アート＆デザイン専門学校 

2D、3D のアニメーション。大判出力された静止画像の出展。 

専門学校 東京テクニカルカレッジ 

当校のゲーム関連学科であるゲームプログラマ養成の「ゲームプログラミング科」とゲームグラフィッカ養成の「ゲ

ームＣＧ科」を紹介するブースです。 

ブース内では、ゲームプログラミング科・ゲームＣＧ科学生が共同で制作したゲーム作品（２Ｄ・３Ｄ対戦アクションゲ

ーム、落ちものパズルゲーム）やゲームＣＧ科学生の２ＤＣＧ、３ＤＣＧ作品、ポストカード作品を出展しています。ゲ

ーム作品は、プレイできます。また学生が作ったジャンケンゲームでプレゼントも差し上げております。是非お寄りく

ださい。 

総合学園 ヒューマンアカデミー 

ゲームスクールゾーン内最大の総合学園ヒューマンアカデミーブースでは、札幌から福岡までの全国８校舎の学生

作品のなかから、選ばれた２Ｄ・３Ｄ作品及びシューティングゲーム等を展示。また、豪華プレゼントがもれなく当た

る抽選会を実施！！ 
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テクノスカレッジ 東京工学院専門学校 

テクノスカレッジ東京工学院専門学校のブースでは、本校ゲームクリエータ科卒のチームである、株式会社ゼータ

テクノス開発部による開発中のゲーム展示・デモプレイ、ゲームクリエータ科ゲームクリエータコース、及びおもちゃ

科学コースの学生作品として、ＰＣゲーム、携帯アプリ、玩具を展示・デモプレイができます。また、同校コンピュータ

グラフィックス科学生作品のＣＧ・ムービーと、まんが科の学生イラストを展示します。当日ブースにきてくれた人に

は景品をプレゼントします。是非遊びにきてください。 

デジタルエンタテインメントアカデミー 

本校はゲーム・IT 業界を代表する大手 22 社が出資するゲームクリエーター養成スクールです。 

出資企業の協力のもと、開発実機やモーションキャプチャーの導入など「開発現場と同じ環境」を実現。 

ゲーム業界の人材ニーズに対応した実践的なカリキュラムで、毎年卒業生の 8 割以上が出資企業をはじめとする

ゲーム関連企業に就職しています。 

当日は、学生の感性光る様々な作品をグラフィックムービーでご覧いただけます。また、実際に商品化実績のある i

アプリ作品や、ゲームキューブ開発実機を用いて制作され、CESA スチューデントゲーム大賞受賞に輝いた作品な

どもプレイしていただけます。 

この機会にオリジナリティ溢れる学生作品を体感してください！ 

トライデントコンピュータ専門学校 

ゲームサイエンス学科３年生制作のゲームが、サクセス様より商品化決定！「在学中にプロになる！」が実現。昨

年までアマチュアゲーム大賞に２年連続合計４作品ノミネート！そのほかＣＧ界の世界最高峰ＳＩＧＧＲＡＰＨをはじ

め、国内トップクラスのコンテスト受賞実績多数！東海地区最初のＣＥＳＡ会員校で今年７年目の出展ブースでは、

ゲーム開発・３ＤＣＧムービー・サウンドそれぞれの学生作品を紹介。オリジナルゲームを実際にプレイしていただ

けます。制作に関わった学生や講師がブースでお待ちしています。名古屋駅前にある河合塾グループが運営する

専門学校です。 

プレイヤーからクリエイターへ！ 夢のつづきをＴＲＩＤＥＮＴで（＾ｏ＾） 

【実施イベント】 

●9/16（金）～18（日） 10:00～16:00※期間中繰り返し上映 

 『学生ゲーム作品プレイ＆ＣＧムービー上映』 

  出演者：制作に関わった学生・講師 etc 

学生オリジナルゲーム、３ＤＣＧムービーなどを試遊・展示・上映予定。３Ｄ・２ＤゲームやＪａｖａアプリ携帯ゲーム

等、複数のゲームを自由にプレイ可能。コンテスト受賞３ＤＣＧムービーを中心に上映します。 

名古屋工学院専門学校 

今年も、ゲームを中心に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、多くの方に楽しんで

いただける内容になっています。名古屋工学院専門学校の学生作品は、実際にカラオケの背景画像や携帯電話

用のコンテンツとして配信され、全国で利用されているものもあります。実際にプレイし楽しんで感想をお聞かせくだ

さい。展示する学生作品は、インターネットで公開されているものもあり、後日、ダウンロードして楽しんでいただくこ

とも可能です。 

名古屋工学院専門学校は、５０年の歴史を持ち２６学科を設置する専門学校です。当校に興味がある方もお立ち

寄りください。 
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新潟高度情報処理技術学院 

当校のブースは、企画から制作、運営までを学生が主体となり行います。 

当ブースでは学生が制作したゲーム７作品の試遊と、ＣＧ学科の作品をご覧になれます。また、中央のモニターで

は３ＤＣＧやゲームデモなどの映像作品も紹介していますので、ぜひご覧ください。 

新潟コンピュータ専門学校 

今年も新潟からやって来ました！！ 新潟コンピュータ専門学校です。 

近年より株式会社ナムコ、株式会社スクウェア・エニックスをはじめとした数多くの企業へ、多くのゲームクリエイタ

ーを輩出しています。 

創立２１周年を迎えた現在、ゲーム学科には２００名以上の生徒が在籍しており、コンピュータの基礎知識から、高

度なゲーム制作技法まで幅広い教育を実施しております。 

『株式会社ナムコ』との教育提携により、ハイクオリティなゲームの制作手法についての授業を実施しており、また

ゲーム開発企業とのインターンシップも併せて、非常に高い教育成果を挙げております。 

是非、よりクオリティを上げた本校学生作品を楽しんで御覧ください。 

日本工学院専門学校／日本工学院八王子専門学校 

本校ゲームソフト科学生のオリジナル優秀作品が体験できます。その他３ＤＣＧムービーの上映やプレゼント付の

アトラクションも実施予定。来場者には体験版オリジナルソフトのＣＤをプレゼント！ 

東日本デザイン＆コンピュータ専門学校 

群馬県にある学校法人山崎学園は７つの専門学校からなる総合学園です。当校の３ＤＣＧ関連コースでは、在学

中からＴＶ番組用ＣＧムービー制作など、実務経験を積むことも可能です。毎年多数のデジタル系・アナログ系のコ

ンテストにも受賞しており、卒業生はゲームや映画、ＴＶのＣＧ映像制作者として活躍しています。ブース内では産

学協同制作の作品や各種受賞作品を多数、展示・上映する予定ですのでぜひご覧ください。 

代々木アニメーション学院 

◇学生イラスト優秀作品の展示コーナー 

 ２Ｄ、３Ｄイラスト作品展示、上映。 

◇オリジナルゲーム体験プレイコーナー 

 学生制作のゲーム作品を実際にプレイできるよ。 

◇よろず質問・相談コーナー 

 入学や就職、授業のこと等なんでも気軽にどうぞ。 

◇各種資料コーナー 

 「無料一日体験入学」「学院祭」「学科パンフレット」ｅｔｃ、 

 代アニ学院の最新ニュースをＧＥＴしよう！ 

◇学院オリジナルグッズをプレゼント 

 学院ブースへのご来場者にもれなく差し上げます。 
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物販コーナー 

アイディアファクトリー 

大好評運営中のアイディアファクトリー公式インターネットショップ『小雪ちゃんのお店』が、遂に支店を展開！？ 

…そうなんです！『小雪ちゃんのお店 特別支店♪ IN 東京ゲームショウ２００５』をここに開店しちゃいます！！ 

現在ネット上で好評販売中のゲーム関連グッズはもちろん、本邦初公開のオドロキの新商品まで、多彩なラインナ

ップで皆様のご来店をお待ちしております。キャラクターのガレージキットや萌え～（？）なスポーツタオル、特製クリ

アファイルなど、ゲームファンならずとも思わず欲しくなる魅惑の商品が満載♪  

もしかしたら新作のマル秘情報も入手出来ちゃうかも！？  

乞うご期待です！！ 

キッド 

ＫＩＤブースでは、最新作「Memories Off #5 とぎれたフィルム」、「水の旋律」のオリジナルグッズをはじめ、ＫＩＤオリジ

ナルグッズを販売します。ゲームショウ会場でしか手に入らない、会場限定のグッズもお見逃しなく！ 

コスパ 

キャラクターアパレルブランド「コスパ」では、人気ゲームタイトルの T シャツやグッズ、コスチュームを多数販売！中

でも注目は『FINAL FANTASY XI』や『モンスターハンター』、『ラグナロクオンライン』などなどオンラインゲームのア

イテム。プレイヤーなら思わずニヤリとしちゃうような、楽しい新商品をたくさんご用意！もちろん、先行＆限定商品

も！こちらは数に限りがございますのでお見逃し無く！他にもお得な福袋やセールも登場するので、合わせてチェ

ックしてくださいね！ 

スクウェア・エニックス 

スクウェア・エニックス物販コーナーでは、「ファイナルファンタジー」「ドラゴンクエスト」、「キングダムハーツ」「鋼の

錬金術師」等、弊社関連キャラクターのオフィシャルグッズを多数ご用意して、皆様のご来場をお待ちしております。

※商品の数に限りがございますので、品切れの場合もございます。 あらかじめご了承願います。 

ソフトバンクパブリッシング 

ゲーム雑誌『ドリマガ』をはじめとしたゲーム関連の出版物および関連グッズの販売予定 

テクモ 

DEAD OR ALIVE シリーズのキャラクターグッズやスーパーブラックジャックの Rio グッズなど大人気のグッズが買え

る！ 

ブロッコリー 

コミュニケーションエンタテインメント、株式会社ブロッコリーの活動は、キャラクタービジネス、アニメーション企画・

製作、ゲーマーズの運営、音楽 CD 製作など多岐に渡ります。 

ＴＧＳ２００５のブロッコリー物販ブースは、強力コンテンツ「ギャラクシーエンジェル II」他、毎回大好評のテレカ博、カ

ードゲーム関連等、盛りだくさんです。ＴＧＳで初お目見えとなる新商品もお楽しみに！ 
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ホリ 

『HORISTORE.com』臨時幕張出張店開店です！！ 

ホリストアオリジナルグッズを中心に販売いたします。 

普段、お店で見ることのできない商品をご覧いただくチャンスです！ 

入手困難だったあの商品の再販や、発売が心待ちにされているあの商品の先行販売、今後の発売予定ラインナッ

プの展示もありますよ～！！ 

詳しくは次回をお楽しみに！ 

 
開発ツール＆ミドルウェアコーナー 

VMC ［米国］ 

VMCは北米、ヨーロッパ、アジアで高品質なソフト／ハードウェアサービスを提供する世界最大のゲームテスト会社

です。事前認証、機能性、MMO、互換性、自動化、ローカリゼーションに専門知識を持つ先進ツールを使いゲーム

とプラットフォームに多言語のテストを提供しています。またVMCは任天堂公認のテスティング企業であり、Xbox360

のゲーム・コンソールのテスティングサービスのプロバイダーとしても選ばれました。広範な多文化にわたるテスト

経験を持つVMCは低コストでしかも効率良く、高品質なゲームをグローバルマーケットへ送り出すお手伝いをしま

す。www.VMCGameLabs.com

マルチターム 

数々のネットワークゲームへの採用実績を誇る、ネットワークゲーム用通信ライブラリ＆ミドルウェア

「MassplayerSystem(R)」（以下、MPS）。 

弊社マルチタームブースでは MPS の採用例として、PC、家庭用ゲーム機（据置、携帯）、携帯電話などマルチプラ

ットフォーム対応を行ったデモ用サンプルソフトの展示をいたします。 

この他に MPS を採用いただいた各ゲームメーカー様の作品紹介も予定しております。 

■ビジネスデイのみ出展 

オーストラリア・クィーンズランド州政府 [オーストラリア] 

オーストラリア・クィーンズランド州ではゲーム開発、デザインが盛んで EA 社、THQ 社など多くのグローバル企業が

拠点を設けています。特にゴールドコースト近郊は昨今シリコン・コーストと呼ばれ多くのゲーム企業が集積してい

ます。今回は州内のゲーム開発企業を中心に紹介してまいります。 

三徳商事 

プロトタイピング・オーサリングツールとして、驚異的な開発効率の高さが評判の Virtools。その最新バージョン

Dev.3.5 を展示します。ドラッグ&ドロップのシンプルな基本操作でハイクオリティ・プロトタイピングを実現する

Virtools は、プログラマー、プロジェクトマネージャー、アートディレクター、グラフィックディレクターなど、開発現場で

ご活躍の数多くの方々から高い評価を受けています。物理演算、AI 挙動、空間共有、VR 機材連携などのオプショ

ンライブラリー群や、最新版の Virtex&Pixel シェーダ対応機能も更に充実、「プロトタイピングに使うだけではもった

いない」先進・先鋭の高機能ツールを、この機会に是非ご覧ください。 

 
 
 

http://www.vmcgamelabs.com/
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メトロワークス 

メトロワークスブースでは、次世代機の登場にあわせ大きな進化を遂げる最新のゲーム開発環境「CodeWarrior」を

中心に、各ゲームプラットフォーム向け最新の開発環境をご紹介いたします。次世代の CodeWarrior は開発チーム

のワークフローやコミュニケーションを円滑にし、チーム全体の生産性を向上いたします。ビジネスデイの 9 月 16 日

には、この最新の開発環境を詳しくご紹介するワークショップも開催いたします。デベロッパの皆様のご来場をお待

ちしています。 

 
INTERNATIONAL EXPO SUITE 

SANDISK CORPORATION ［米国］ 

サンディスクは、世界で最も大手のフラッシュ･メモリー･データ保存カード製品のサプライヤーです。サンディスクは

多様なエレクトロニクス･システムに使われるフラッシュ保存カード製品をデザイン・開発・製造し、市場に送り出して

います。フラッシュ保存カードにはデータをコンパクトで持ち運び可能なフォーマットに保存できます。サンディスクの

フラッシュ・カード製品はデジタルカメラ、マルチメディア携帯電話、ＵＳＢフラッシュ･ドライブ、その他消費者向けデ

ジタル・デバイスに使われ、多くの消費者の元へ送り出されています。サンディスクはフラッシュ・カード製造・販売

のリーダーであり、世界市場の 3 分の 1 を占めています。 

 




