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一般展示

アイレムソフトウェアエンジニアリング バンピートロット２（仮） PS2 アクション 未定 2007年
ブロックス倶楽部ポータブル with バンピートロット PSP パズル 2,940円 2006年9月21日

ELEVEN-UP ベルアイル PC ロールプレイング 900円/30日 サービス中 対応
真・三國無双ＢＢ PC アクション 未定 未定 対応

AQインタラクティブ ヴァンパイア　レイン PS3、XB360 アクション 未定 2006年冬
ドライバー　パラレルラインズ PS2 7,140円 2006年10月12日
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～ PS2 未定 2007年1月
バレットウィッチ XB360 7,665円 2006年7月27日 対応

NHN Japan ハンゲーム PC その他 無料 サービス中 対応
クールにバスケ FREESTYLE（フリースタイル） PC スポーツ 無料 サービス中 対応
アラド戦記 PC アクション 無料 未定 対応
ArtSoccer（アートサッカー） PC スポーツ 無料 未定 対応

EMA INNOVATION LLC- NETHRONE　[米国] Nethrone US$1,500 発売中

エルザ ジャパン セルファクター PC アクション 未定 未定 対応

ELSA PHYNITE X100 - AGEIA PhsyX物理演算アクセラレーター オープン 今秋

カナダパビリオン　[カナダ]
　ATI Technologies Inc. コルムオンライン PC ロールプレイング 対応

アニス＆フリッキー PC アクション 対応
カバルオンライン PC ロールプレイング 対応
ファンタジースター　ユニバース PC ロールプレイング 対応
Kingdom Under Fire PC ロールプレイング 対応

コーエー Fatal Inertia PS3 レーシング 未定 2006年11月 対応
ブレイドストーム 百年戦争 PS3 アクション 未定 未定
真･三國無双BB PC アクション 未定 2006年 対応
戦国無双２ Empires PS2 アクション 4,494円 2006年9月21日
三國志11 PS2 シミュレーション 9,240円 2006年9月28日
ジーワン ジョッキー ４ 2006 PS2 アクション 7,140円 2006年9月14日
遙かなる時空の中で 舞一夜 PS2 アドベンチャー 7,140円 2006年9月21日
信長の野望 Online PS2､PC ロールプレイング 7,140円 発売中 対応
大航海時代 Online PC ロールプレイング 6,090円 発売中 対応

Cykan Entertainment Co., Ltd.　[韓国] Paper Man PC シューティング 未定 2006年12月 対応
R.F.C(Real Fighting Championship) PC アクション 未定 2006年12月 対応
R-Man PC アクション 未定 2006年10月 対応
Battle Boom PC その他 未定 2006年9月
My dog PC その他 未定 2007年6月 対応
Fishing on PC 未定 2006年9月 対応

さくらインターネット ダンジョンズ & ドラゴンズ・オンライン“ストームリーチ” PC ロールプレイング
クライアント料1,500円

1,500円/月 2006年8月10日 対応

サミーネットワークス シールオンラインTCG PC その他
月額会員525円～

期間会員30日コース
1,000円～

都度課金500円～

2006年4月3日 対応

コンピューター・ゲームをリラックスし
て楽しむ為の、独立した環境設備

AGEIA PhsyXプロセッサを搭載し、全く新し
いゲームエクスペリエンスを提供する世界
初の専用物理演算アクセラレーターボード
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ディースリー・パブリッシャー 地球防衛軍X（仮） XB360 アクション 未定 今冬

お姉チャンバラX(仮) XB360 アクション 未定 今冬
マーメイド プリズム PS2 シミュレーション 未定 今秋
SIMPLE2000シリーズ Vol.106  THE　ブロックくずしクエスト　～Dragon Kingdom～ PS2 パズル 2,100円 2006年9月14日
SIMPLE2000シリーズ Vol.107  THE　炎の格闘番長 PS2 アクション 2,100円 2006年9月14日
SIMPLE2000シリーズ Vol.108  THE 日本特殊部隊 ～日本列島犯罪24時～ PS2 アクション 2,100円 2006年9月14日
SIMPLE2000シリーズ Vol.109 THEタクシー2 ～運転手はやっぱり君だ！～ PS2 シミュレーション 2,100円 2006年10月

D4エンタープライズ プロジェクト　エッグ 0円～945円 毎週火曜日新規タイトル発売！

エッグ　プラス 1,050円～ 第２、第４金曜日新規タイトル発売！

ワンチップMSX 20,790円 2006年9月末

トーアメック スーパースリムＣＲＴ、オープンフレームＬＣＤ、冷陰極小型カラーライト、インバータ 発売中

NETTS テイルズランナー PC アクション アイテム課金制 サービス中 対応
墨香オンライン PC ロールプレイング アイテム課金制 サービス中 対応
Full Time PC アクション 未定 未定 対応

ハドソン ボンバーマンオンライン PC アクション 登録無料 対応
桃太郎電鉄16　北海道大寒波の巻 PS2 その他 未定 今冬

バンダイナムコゲームス 銀魂　でぃ～えす　万事屋大騒動！ DS 銀魂的生活シミュレーション 5,040円 2006年9月21日
ﾃｲﾙｽﾞ　ｵﾌﾞ　ｻﾞ　ﾃﾝﾍﾟｽﾄ DS 魂を呼び覚ますRPG 5,040円 2006年
音をつなごう！グンペイりば～す♪ DS Music×Puzzle 未定 今秋
TOEO PC MMO RPG 30日間および1ヶ月 1,500円 発売中
.hack//G.U. Vol.2 君想フ声 PS2 アクションRPG 7,140円 2006年9月28日
ドラゴンボールZ　Sparking! NEO PS2 ３Dアクション 7,140円 2006年10月5日
.hack//G.U. Vol.3　歩くような速さで PS2 アクションRPG 未定 2006年12月
キャプテン翼 PS2 ドラマティックサッカー 7,140円 今秋
NARUTO-ナルト-木ノ葉スピリッツ!! PS2 ３D忍アクション 未定 今秋
ジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッド PS2 波紋疾走アクション 未定 今夏
仮面ライダーカブト（仮） PS2 対戦格闘アクション 未定 今冬
ﾃｲﾙｽﾞ　ｵﾌﾞ　ﾃﾞｽﾃｨﾆｰ PS2 運命という名のRPG 未定 今冬
機動戦士ガンダム（仮） PS3 未定 未定 未定
リッジレーサー７ PS3 レーシング 未定 未定
テイルズ オブ ファンタジア ーフルボイスエディションー PSP 声が彩る、伝説のRPG 5,040円 2006年9月7日
リッジレーサーズ２ PSP レーシング 5,040円 2006年9月14日
グンペイリバース PSP Music×Puzzle 未定 今秋
エースコンバットＸ　スカイズ・オブ・デセプション PSP フライトシューティング 5,040円 2006年10月26日
ﾃｲﾙｽﾞ　ｵﾌﾞ　ｻﾞ　ﾜｰﾙﾄﾞ　ﾚﾃﾞｨｱﾝﾄﾏｲｿﾛｼﾞｰ PSP ロールプレイング 未定 今冬
カルドセプトサーガ XB360 トレーディングカード・ボードゲーム 7,329円 今秋
機動戦士ガンダム（仮） XB360 未定 未定 未定
アイドルマスター XB360 アイドルプロデュース 未定 未定

シームレスマウス等、ゲームをより楽しむた
めの機能を追加したのが、EGG PLUS。

MSX2に対応した世界初のワンチップMSX。

各ハードウェアメーカーよりハードウェアのＢＩＯＳの
ライセンスを受け、各ソフトウェアメーカーよりゲー
ムソフトのライセンスを受けて、それらを当社製エ

ミュレーターソフトウェアと組み合わせることにより、
様々なプラットフォーム上でレトロゲームを動作さ

せることが可能。

台湾製のカスタム対応可能なアミューズメントゲー
ム機器組込み型の３．５～４２インチまでのＬＣＤモ
ニターと２１～３２インチまでのスーパースリムＣＲＴ
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ふりーむ 萌えるオヤジの「ちょいワル」脳トレーニング PC その他 2,000円 今秋 対応

コンテスト受賞フリーゲーム大全集 無料 今秋

ブロッコリー ギャラクシーエンジェルⅡシリーズ　「ギャラクシーエンジェルⅡ　絶対領域の扉」 PS2 シミュレーション
デラックスパック：9,240円

通常版：7,140円 2006年6月22日

「Gift－prism－」 PS2 シミュレーション
初回限定Prism Box：

9,240円
通常版：7,140円

2006年10月19日

「名探偵エヴァンゲリオン」 PS2 アクション
プレミアムBox：26,040円

特装版：8,190円
通常版：7,140円

2006年11月22日

マーベラスインタラクティブ プリンセス・プリンセス 姫たちのアブナい放課後 PS2 アドベンチャー 未定 今秋
ネギま!? 超 麻帆良大戦 かっとイ～ン★契約執行でちゃいますぅ DS シミュレーション 5,040円 2006年10月26日
ゼロの使い魔（仮） PS2 アドベンチャー 未定 2006年
川のぬし釣り こもれびの谷せせらぎの詩 DS ロールプレイング 5,040円 今秋 対応

シムーン 異薔薇戦争 ～封印のリ・マージョン～ PS2 シミュレーション
限定版9,240円
通常版7,140円 今秋

ヴァルハラナイツ PSP ロールプレイング 5,040円 2006年8月
ルーンファクトリー -新牧場物語- DS シミュレーション 5,040円 2006年8月24日 対応

モリガング ニンテンドーＤＳＬｉｔｅ専用　液晶保護フィルムＬｉｔｅ 630円 2006年3月2日

ニンテンドーＤＳシリーズ　ポケモンバッグＤＳ＆Ｌｉｔｅ 1,995円 2006年7月14日

ニンテンドーＤＳＬｉｔｅ専用　スマートポーチＬｉｔｅポケモン 1,050円 2006年7月28日

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 WEB ロールプレイング 1キャラクター315円/月 配信中 対応

ネバーワールドカード WEB その他 315円/月 配信中
ネバーワールドストラテジー BREWアプリ、JAVAアプリ シミュレーション 未定 2006年9月22日 対応
ネバーワールドあみぱに W-ZERO3専用アプリ（JAVAアプリ） パズル 無料 配信中
ワールドアイスランジスタ BREWアプリ、JAVAアプリ アドベンチャー 未定 未定 対応
ネバーワールド i WEB ロールプレイング 未定 未定 対応

インタラクティブブレインズ ディープラビリンス DS ロールプレイング 5,040円 2006年3月23日
フィスト　グルーヴ２ Javaアプリ アクション 525円/1ダウンロード 2006年8月1日
ワイルドスピード３D Javaアプリ レーシング 420円/1ダウンロード 2006年6月27日
ワイルドスピード３D BREWアプリ レーシング 525円/1ダウンロード 2006年8月3日
バグズレース Javaアプリ レーシング 未定 未定
ワイルドスピードX3/TOKYO DRIFT Javaアプリ レーシング 525円/1ダウンロード 2006年9月15日
はじめの一歩 Javaアプリ スポーツ 315円/月 2006年4月27日
韓流どり～むプロ野球 Javaアプリ スポーツ 未定 未定

コトブキソリューション アクロスエイジ(仮） Vアプリ ロールプレイング 420円（従量） 2006年9月27日
いつでもパズル　数プレ Vアプリ パズル 210円（従量） 2006年8月1日
イラストロジック（仮） Vアプリ パズル 210円（従量） 2006年9月13日
かごのことり ｉアプリ アドベンチャー 420円（従量） 2006年12月
サラマンディア（仮） BREWアプリ ロールプレイング 420円（従量） 2006年11月

第１回ふりーむ！ゲームコンテストを受賞し
た、フリーゲームを収録したCD-ROM

キズや汚れから画面を守るニンテン
ドーＤＳLite専用の液晶保護フィルム

ニンテンドーＤＳまたはニンテンドーＤＳLite本体と
ＡＣアダプター，ＤＳゲームカード等の周辺機器をま

とめて収納する収納バッグ

好評発売中のニンテンドーＤＳLite専用ポーチ「ス
マートポーチLite」のポケモンバージョン
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シールズ なすブーの冒険2 Flash ロールプレイング 105円/月 今秋

謎のやみブー島 Flash アクション 105円/月 今秋
ターゲットシュート!! -黄金の右足- Flash その他 160円/月 配信中
ドリームダンジョン/氷のロザリオ編 Flash ロールプレイング 未定 今秋

電子書籍 『イル・ソーニョ　～夢の守人～』 210円/章（序章無料） 発売中

スパイシーソフト ケータイゲーム専門誌「アプリ★ゲット」 290円 2006年8月31日
セレンディピティ マージナルプリンス ～月桂樹の王子達～ iアプリ、BREWアプリ シミュレーション 315円/月 発売中 対応
大都技研 大都技研公式パチスロシミュレーター　吉宗　POTABLE PSP シミュレーション 4,410円 2006年6月8日

大都技研プレミアムパチスロコレクション　吉宗 PS2 シミュレーション 4,410円 2006年7月6日
大都技研公式パチスロシミュレーター　秘宝伝 PS2 シミュレーション 4,410円 2006年8月17日
We Love Yoshimune 2,100円 2006年8月23日

「吉宗」アニメDVD 5,040円 2006年8月23日

ディーピー 吉宗 iモード、Ezweb、Vodafone その他 315円/月 配信中
押忍！番長 iモード、EZweb その他 315円/月 配信中
秘宝伝 iモード その他 315円/月 配信中
バンバン iモード その他 315円/月 配信中
アクアマリン iモード その他 315円/月 配信中
チムドンドン iモード、Vodafone その他 315円/月 配信中
吉宗大富豪 iモード その他 315円/月 配信中
吉宗すごろく iモード その他 315円/月 配信中
吉宗麻雀 EZweb その他 315円/月 配信中
恋こい花札 Vodafone その他 315円/月 配信中
吉宗ポーカー Vodafone その他 315円/月 配信中
秘宝伝スライドパズル iモード パズル 315円/月 配信中
パネ宗 iモード パズル 315円/月 配信中
吉宗落ちスロ iモード パズル 315円/月 配信中
舎弟ポピンズ iモード アクション 315円/月 配信中
番長紙相撲 iモード アクション 315円/月 配信中
操ボクシング iモード スポーツ 315円/月 配信中
番長卓球 EZweb スポーツ 315円/月 配信中
シューティング・バンバンダッシュ iモード シューティング 315円/月 配信中
吉宗剣劇クイズ iモード その他 315円/月 配信中
吉宗の待受 iモード その他 315円/月 配信中
Daito Dance Party iモード その他 315円/月 配信中

日本エンタープライズ らぶ★乙女ゲーＮｏ．1 携帯電話 シミュレーション 月額315円/他 配信中
最強！ＧＡＭＥ王国 携帯電話 その他 月額315円/他 配信中
ウィザース・ファンタジー 携帯電話 ロールプレイング 月額315円/他 配信中 対応
最強！エアホッケー Ｖアプリ アクション 315円/1ダウンロード 配信中

BTD STUDIO/クワトロメディア オセロ★超ゲー90円 Javaアプリ その他 94円/月 配信中
超ゲー★88円 Javaアプリ その他 92円/1ダウンロード 配信中
超ゲー★Vアプリ Javaアプリ その他 94円/1ダウンロード 配信中
The☆Table Games BREWアプリ その他 315円/月 配信中 対応

人生ゲーム・Online BREWアプリ その他 315円/月
210円/1ダウンロード

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円/月 配信中
恋愛★タロット占い BREWアプリ その他 210円/1ダウンロード 配信中

携帯で見る小説！文庫感覚で楽しめる縦書きの文
章と、多彩なイラストを織り交ぜたイラストノベル。

日本で唯一のケータイゲーム専門誌

「吉宗」を愛する全てのファンに贈る集大成アルバム

スロット機「吉宗」ファンはもちろん、スロット機を知
らなくても楽しめる、壮大でハチャメチャなストー

リーを収録したアニメDVDです



｢東京ゲームショウ２００６」出展タイトル一覧
Page.5

出展社名 タイトル名 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
フロム・ソフトウェア トレジャーアイランド DoCoMo ネットワークRPG 525円/１ダウンロード 2006年10月 対応

アーマード・コア モバイル3 au 3D戦闘メカアクション 525円/１ダウンロード 今冬

天誅 忍ノ兵法 au／DoCoMo／Vodafone 忍者シミュレーションRPG 525円/１ダウンロード
au：2006年8月

DoCoMo：2006年9月
Vodafone：2006年10月

アーマード・コア モバイルミッション Vodafone／au／DoCoMo 3D戦闘メカアクション 525円/１ダウンロード 配信中
アーマード・コア モバイル 2 au 3D戦闘メカアクション 525円/１ダウンロード 配信中
アーマード・コア：：モバイルオンライン DoCoMo 3D戦闘メカアクション 315円/月 配信中 対応
キングスフィールド au／Vodafone／DoCoMo アクションRPG 525円/１ダウンロード 配信中
キングスフィールド モバイルＩＩ au／Vodafone アクションRPG 525円/１ダウンロード 配信中
天誅 彩女ノ章 au／Vodafone／DoCoMo 本格忍者アクション 525円/１ダウンロード 配信中

天誅 忍術皆伝 au／DoCoMo／Vodafone 本格忍者アクション 525円/１ダウンロード
au：2006年8月

DoCoMo：2006年9月
Vodafone：配信中

天誅 3（仮） au 本格忍者アクション 525円/１ダウンロード 今秋
プットブロック au／Vodafone ワンボタンパズル 210円/１ダウンロード 配信中

キオクポリゴン（仮） DoCoMo／au／Vodafone 記憶型パズル 210円/１ダウンロード
au：2006年8月

DoCoMo：2006年9月
Vodafone：配信中

対応

NOM Vodafone／au／DoCoMo ワンボタンアクション 210円/１ダウンロード 配信中 対応
ふわふわ爆撃隊 Vodafone／au／DoCoMo ワンボタンアクション 210円/１ダウンロード 配信中 対応
ぽんぽんストーン！ Vodafone／au／DoCoMo ワンボタンアクション 210円/１ダウンロード 配信中 対応

チュウ禁！大作戦 Vodafone／DoCoMo／au パズル 210円/１ダウンロード
Vodafone：配信中
DoCoMo：配信中
au：2006年8月

くりクリゴルフ in コロコロアイランド au／Vodafone／DoCoMo かんたんゴルフ 315円/１ダウンロード 配信中 対応

青春！ゴルフじいちゃん Vodafone／au／DoCoMo 若返りゴルフ 315円/１ダウンロード
Vodafone：配信中

au：2006年8月
DoCoMo：2006年9月

叢-MURAKUMO- Vodafone ハイスピード 3D メカアクション 525円/１ダウンロード 配信中

ナノデビル DoCoMo／Vodafone／au ファンタジーRPG 315円/１ダウンロード
DoCoMo：2006年8月
Vodafone：2006年8月

au：今秋

風ノ名前 DoCoMo／Vodafone／au アドベンチャー 315円/１ダウンロード
DoCoMo：2006年9月
Vodafone：2006年9月

au：今冬

メディア・マジック ケータイスタジオ

エヴァ&アニメiGAINAX(docomo) 210円/月

エヴァ&アニメ@GAINAX(au,vodafone) 315円/月

babydogs(docomo,au) 月額315円

ライドオンジャパン 神奇学園戦記 BREWアプリ ロールプレイング 315円 2006年2月2日
サッカー監督俺がやる BREWアプリ スポーツ 315円 2006年4月6日
特五捜査官　雨宮 BREWアプリ アドベンチャー 315円 2006年6月15日
不思議の国の冒険酒場 BREWアプリ シミュレーション 315円 2006年8月
不思議の国の鍛冶屋 BREWアプリ ロールプレイング 315円 2006年12月
マーセナリーズサーガ BREWアプリ ロールプレイング 315円 2007年冬
ミスティックゲート BREWアプリ ロールプレイング 315円 2007年冬

コンテンツマネージメントシステム
ガイナックスの公式サイトだから情報をリアルタイ
ムにチェックできる！「新世紀エヴァンゲリオン」を
はじめ、ガイナックスの主要作品がずらっと15タイト

ル勢ぞろいの携帯電話専用サイト

イヌのなかでも赤ちゃんの時期を中心にした待ち
受け画像をはじめ、様々なコンテンツを配信するi

モード・Ezwebの公式サイト
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キッズコーナー
NHN Japan ハンゲーム PC その他 無料 サービス中 対応
バンダイナムコゲームス バトルスタジアムD.O.N PS2 アクション 7,140円 2006年7月20日

バトルスタジアムD.O.N GC アクション 7,140円 2006年7月20日
仮面ライダーカブト（仮） PS2 アクション 未定 今冬

ゲームスクールコーナー
WiZ 国際情報工科専門学校 ＶＥＣＴＯＲ iアプリ パズル
神奈川情報文化専門学校 D-SKY PC レーシング 対応

パンプキング PC パズル
萌えっ PC アクション
Key of the Card Combat PC その他

神戸電子専門学校 学生作品 PC
国際アート＆デザイン専門学校 華弾　-HANATAMA- ShockWaveFlash シューティング

微味 ShockWaveFlash パズル
A.C.E ShockWave3D その他
Hospital★！ ShockWave アドベンチャー
OL魂 ShockWave アドベンチャー
A1パネルイラスト
CG映像

専門学校 東京テクニカルカレッジ 走迷逃（学生ゲーム作品） PC パズル
Parallel I Link ～IEEEE1394/愛（学生ゲーム作品） PC アクション
Metal Gunner（学生ゲーム作品） PC アクション
上海（学生ゲーム作品） PC パズル
クイックス（学生ゲーム作品） PC パズル
モンスターナンバーバトル（学生ゲーム作品） PC その他
ジャンキング（学生ゲーム作品） PC
学生2D・3D・ムービー作品
学生イラスト作品（ポストカード）

専門学校 東京ネットウエイブ メロディドロップス PC アクション
双刃伝 PC アクション
ライオンハート PC アクション
Ｈｉｇｈ　Ｆｌａｇ PC その他
マジカルストーン PC パズル
てんきぃ PC アクション

総合学園テクノスカレッジ 東京工学院専門学校 熱血激闘オリンピック iアプリ アクション
お前に俺が倒せるか！？ PC その他
あーてぃふぁくとぅ PC シューティング

総合学園 ヒューマンアカデミー 学生作品 PC
東京コミュニケーションアート専門学校 プロミスドランド（デクスター） iアプリ ロールプレイング 無料 2006年8月 対応
東北電子専門学校 しとらす　　～Ｓｈｉｒｉ　Ｔｐｒｉ　Ｒｕｎ　Ｓｐｏｒｔｓ～ PC アクション

パニくる　パネくる PC パズル
転落人生 PC アクション
一狐当千　～風祭～ PC アクション
オシナガシ PC アクション
はこっぽい PC アクション

学生作品のイラストレーション8枚程度を予定
学生作品のCG映像数本を予定

ゲームＣＧ科学生が作った2D・3DCG作品を上映します。
学生が作ったイラストをポストカードにしてパネル展示します。ポストカードは、来ていただいた方には、ポストカードをプレゼント。
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名古屋工学院専門学校 o-sero PC パズル

プラネットインパクト PC パズル
くしぃ iアプリ パズル
空に翔ける虹 PC アクション
パンツァー PC アクション
PIPE iアプリ パズル
数解 iアプリ パズル
コノリ コノル PC アクション
カスタム海人 PC アクション
スターダストバインド PC アクション
コミモン
Chase
HurryupBunnyup
Dinner
一花の贈り物

新潟高度情報処理技術学院 サクラサクラ PC アクション
いだてん！ PC アクション
Shadow Killer PC アクション
Ghost'sFeast PC アクション 対応
WhoseShadow PC アクション
DELTA PC シューティング
ねこさん☆しゅーてぃん PC シューティング

日本電子専門学校 ウィザード　オブ　キャット PC アクション
ミスティック　ファタリティー PC アクション
ブロック　パニック PC パズル
百万石 PC パズル
ミツバチの抵抗 PC シューティング
東京迎夢抄 PC シューティング
クール バイザー PC アクション
フィデース PC シミュレーション
負けるな！骨っさん PC アクション
モンスター オン ボード PC ボードゲーム
パーソンズ リミット PC レーシング
ハルヒナ PC アクション
四神物語 PC アクション 対応
スマッシュボール PC スポーツ
ザ ファースト プラネット PC シューティング
ウィングリン♪ PC アクション

横浜デジタルアーツ専門学校 CRADLE CROSS Windows ロールプレイング

横浜山手洋館復元CG
開発ツール＆ミドルウェアコーナー
三徳商事 Virtools Developer4.0 PC/PSP/XB 2006年8月1日
ボーンデジタル 3Dコンピュータグラフィックス制作における新しいワークフロー

※５０音順／株式会社などの表記は省略　

ＣＧアニメーション・学生作品

プラットフォーム略称表記　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、XB：Xbox、XB360：Xbox360

新しい時代を見据えた3Dコンピュータグラフィックス制作における最新のワークフローのご提案。

横浜館内日本大通り再現CG

ＣＧアニメーション・学生作品
ＣＧアニメーション・学生作品
ＣＧアニメーション・学生作品

ＣＧアニメーション・学生作品


