
「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル ２００７年９月２０日

出展社名 タイトル名 プラットフォーム ジャンル 価格(予価/税込） 発売日（予定） オンライン

＜一般展示＞
アークシステムワークス ギルティギア２ オーヴァチュア XB360 その他 8,190円 2007年11月29日 対応

式神の城３
XB360

Ｗｉｉ
シューティング 6,090円 2007年12月13日 対応

アパシー　～鳴神学園都市伝説探偵局～ アドベンチャー 3,990円 2007年10月25日
超熱血高校くにおくん　ドッジボール部 アクション 未定 2008年
バスフィッシングＷｉｉ　～ロクマル伝説～ スポーツ 5,040円 2007年9月27日 対応
プチコプターＷｉｉ　アドベンチャーフライト アクション 6,090円 2007年12月13日

アイレム R-TYPE TACTICS シミュレーション 5,040円（税込） 2007年9月20日発売予定

マワスケス based on "Carton-kun" パズル 3,990円（税込） 2007年7月19日 対応
パチパラ14 ～風と雲とスーパー海IN沖縄～ PS2 シミュレーション 5,040円（税込） 2007年7月26日
ポンコツ浪漫大活劇　バンピートロット2 PS3 アドベンチャー 未定 未定
ポンコツ浪漫大活劇　バンピートロット　ビークルバトルトーナメント PSP アクション 5,040円（税込） 2008年発売予定

ICUITI VIDEO EYEWEAR アイウェア　ブイアール920 US$399.95
アイウェア　エーブイ920 US$349.95

Winxen Co., Ltd. ゲーム椅子 その他

EIZO（ナナオ） AV入力対応24.1型カラー液晶モニターFlexScan HD2451W/HD2441W その他
[EIZOダイレクト販売価格]

149,800円/144,800円 発売中

SNKプレイモア KOFマキシマムインパクト レギュレーション”A” その他 5,040円 発売中 対応
ザ・キング・オブ・ファイターズ’９８ アルティメットマッチ その他 未定 未定 対応
サムライスピリッツ 六番勝負（仮） その他 5,040円 2008年予定 対応
ワールドヒーローズ ゴージャス その他 5,040円 2007年10月18日 対応
KOFマキシマムインパクト レギュレーション”A”２（仮） その他 未定 未定 対応
サンソフトコレクション（仮） その他 未定 未定 対応
どきどき魔女神判！ アドベンチャー 5,040円 発売中
キミの勇者 ロールプレイング 5,040円 2008年予定
デイズオブメモリーズ２（仮） シミュレーション 未定 未定
どきどき魔女神判！２（仮） アドベンチャー 5040円 2008年予定
メタルスラッグ7（仮） アクション 未定 未定
餓狼伝説SPECIAL その他 400マイクロソフトポイント 配信中 対応
メタルスラッグ３ アクション 未定 未定 対応

真サムライスピリッツ
ＸＢ36０
（Live

その他 未定 未定 対応

メタルスラッグコンプリート アクション 5040円 今冬発売予定
サムライスピリッツ 六番勝負（仮） その他 未定 未定
餓狼伝説 その他 900ポイント ※配信中
ワールドヒーローズ その他 900ポイント予定 近日配信予定
マジシャンロード その他 900ポイント予定 近日配信予定

KOFマキシマムインパクト　レギュレーション”A”
アーケード基板
（TAITO Ｔype

X2）
－ 稼働中

KOFマキシマムインパクト　レギュレーション”A”２（仮）
アーケード基板
（TAITO Ｔype

）

－ 未定

Days of Memories～純白の天使たち～ シミュレーション 20pt 配信中
Days of Memories～恋はグッジョブ！～ シミュレーション 20pt 配信中
Days of Memories～彼と私の熱い夏～ シミュレーション 20pt 配信中
Days of Memories～大江戸恋愛絵巻～ シミュレーション 20pt 配信中
Days of Memories2～僕の一番大切な君へ シミュレーション 20pt 配信中

Wii

XB360

FOMA
(imodeアプリ）

DS

Wii

PSP

その他

ＤＳ

PS2

Wii
(Virtual Console)

※ 事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 1



「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル ２００７年９月２０日

出展社名 タイトル名 プラットフォーム ジャンル 価格(予価/税込） 発売日（予定） オンライン

SNKプレイモア Days of Memories～僕と彼女の熱い夏～ シミュレーション 20pt 配信中
THE KING OF FIGHTERS Chapter of NESTS～SNKスロットパニック～ その他 20pt 配信中
スカイラブ～SNKスロットパニック～ その他 20pt 配信中
餓狼伝説～SNKスロットパニック～ その他 20pt 配信中
球児～SNKスロットパニック～（デラックス版） その他 20pt 配信中
花盛～SNKスロットパニック～ その他 20pt 配信中
超お父さん～SNKスロットパニック～ その他 20pt 配信中
THE KING OF FIGHTERS～SNKスロットパニック～ その他 20pt 配信中
メタルスラッグ ファイターズ アクション 20pt 配信中
メタルスラッグ ウォリアーズ アクション 20pt 配信中
メイド by いろは シミュレーション 20pt 配信中
ティンクルスタースプライツ外伝 ～ツインスターメモリーズ～ シューティング 20pt 配信中
ヴァイトロード最終章－心に希望を 手に未来を－ ロールプレイング 20pt 配信中
アテナ フルスロットル ウィニング魔女学園騒動記 アクション 20pt 配信中
二度目のキス（仮）体験版 シミュレーション 未定 未定
Days of Memories～大江戸恋愛絵巻～ シミュレーション 315円 配信中
Days of Memories2～僕の一番大切な君へ シミュレーション 315円 配信中
Days of Memories～僕と彼女の熱い夏～ シミュレーション 315円 配信中
メタルスラッグ外伝～Allen’s Battle Chronicles～ アクション 315円 配信中
THE KING OF FIGHTERS －MOBILE－ その他 525円 配信中
アテナ フルスロットル アクション 210円 配信中
メタルスラッグ サバイバーズ アクション 315円 配信中
シスタークエスト － 発売中
THE KING OF FIGHTERS Chapter of NESTS － 発売中
ドキドキあかずきん － 発売中

芸者東京エンターテインメント ～カメラとか活用型実体験エンターテインメント～それは無理だよ!!オオスガさん PC、モバイル その他 未定
2008年1月サービスス

タート（予定） 対応

コーエー 真・三國無双５ PS3、XB360 アクション 7,560円 2007年11月予定

三國志 Online PC ロールプレイング 未定
2007年９月27日
（プレオープン） 対応

戦国無双 KATANA アクション 6,279円 2007年９月20日
オプーナ ロールプレイング 7,140円 2007年11月１日予定

BLADESTORM 百年戦争 PS3、XB360 アクション 8,190円
PS3版　発売中、
Xbox360版　2007
年11月８日予定

金色コルダ２ アンコール PS2 シミュレーション 5,040円 2007年９月20日

ジーワン ジョッキー ４ 2007 PS3、PS2 アクション
PS2版 7,140円
PS3版 7,560円

2007年11月１日予定

三國志DS ２ シミュレーション 5,040円 2007年11月１日予定 対応
GABU★GABU プラネット アクション 5,040円 2007年予定 対応
信長の野望 Online ～破天の章～ PS2、PC ロールプレイング 7,140円+1,260円(30日) 配信中 対応
大航海時代 Online ～Cruz del Sur～ ロールプレイング 4,515円+1,575円(30日) 配信中 対応
真・三國無双BB アクション 基本料金無料+従量課金 配信中 対応
Mobile真・三國無双 アクション 525円(月額) 2007年冬予定
ジーワン ジョッキー アクション 525円(月額) 2007年秋予定
三國志タクティクス KDDI シミュレーション 315円(月額) 配信中 対応

KONAMI METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS 未定 今冬発売予定 未定
METAL GEAR ONLINE（仮称） 未定 未定 対応

FOMA
(imodeアプリ）

au
（BREWアプリ）

DoCoMo

PS3

パチスロ（実機）

タクティカル エスピオ
ナージ アクション

PC

Wii

DS

※ 事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 2



「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル ２００７年９月２０日

出展社名 タイトル名 プラットフォーム ジャンル 価格(予価/税込） 発売日（予定） オンライン

KONAMI
METAL GEAR SOLID　PORTABLE OPS ＋

タクティカル エスピオ
ナージ アクション

※1　『MPO＋』：2,400円
『MPO＋DX』：(前作「MPO」と

「MPO＋」のセットパック)4,300円
2007年9月20日 対応

METAL GEAR SOLID 2 BANDE DESSINEE（仮称） デジタル・バンドデシネ 未定 未定 未定
ＴＩＭＥ ＨＯＬＬＯＷ（タイムホロウ）－奪われた過去を求めて- 過去修正アドベンチャー 5,229円 今冬発売予定
どこでもヨガ ヨガ インストラクション 3,990円 2007年7月5日
どこでもピラティス ピラティス インストラクション 3,990円 2007年12月20日
佐伯チズ式 夢美肌（ゆめみはだ） ～Dream Skincare～ ビューティーナビゲーション 4,500円 2007年10月18日
実況パワフルメジャーリーグ2Wii Wii 野球・育成 7,329円 2007年10月4日
パワプロクンポケット10 DS 野球バラエティ 5,229円 2007年12月6日 対応
ワールドサッカーウイニングイレブン 2008 PS3 サッカー 未定 2007年11月22日 対応
ワールドサッカーウイニングイレブン 2008 ＸＢ360 サッカー 未定 2007年11月22日 対応
SILENT HILL ZERO PSP ホラーアクション 未定 2007年12月6日
SILENT HILL The Escape（ＮＴＴ　ＤｏＣｏＭｏに出展） ＮＴＴドコモ 3Dホラーアクション 「コナミネットDX」月額315円 未定

ウイニングイレブンモバイル２（ＮＴＴ　ＤｏＣｏＭｏに出展） iモード スポーツ／サッカー
「ウイニングイレブン」

月額315円
２００７年１１月予定

データ
更新
機能
搭載
予定

ランブルローズmobile（ＮＴＴ　ＤｏＣｏＭｏに出展） 格闘アクション 「コナミネットDX」月額315円 2007年10月予定
エアフォースデルタ オルタナティブ（ＮＴＴ　ＤｏＣｏＭｏに出展） 3Dフライトシューティング 「コナミネットDX」月額315円 2007年11月予定
ときめきメモリアル２（ＮＴＴ　ＤｏＣｏＭｏに出展） 恋愛シミュレーション 「コナミネットDX」月額315円 2007年9月下旬
幻想水滸伝（ＮＴＴ　ＤｏＣｏＭｏに出展） ロールプレイング 未定 未定
直感ビシバシチャンプMobile（仮）（ＮＴＴ　ＤｏＣｏＭｏに出展） アクション 「コナミネットDX」月額315円 未定
天元突破グレンラガン～私は明日へ向かいます～（仮）（ＮＴＴ　ＤｏＣｏＭｏに出展） ドリルアクションアドベンチャー 「コナミネットDX」月額315円 2007年10月予定
METAL GEAR SOLID MOBILE（ＫＤＤＩに出展） KDDI アクション 未定 未定 未定

グラディウス（ソフトバンクモバイルに出展） シューティング
「コナミネットDX」

315円/ダウンロード
今秋予定

モバイル・パワフルプロ野球5（ソフトバンクモバイルに出展） 野球 「パワプロワールド」月額315円 2007年内予定

データ
更新
機能
搭載
予定

サーファーズパラダイス 紅炎のソレンティア PC その他 登録無料
2007年正式サービス

開始予定
対応

Paper Man（ペーパーマン） その他 対応
Rマン アクション 対応
D Crew アクション 未定 対応
ダービーパーク その他 対応
パピオン アクション 対応

ジーデックス Sandio 3D Gaming Mouse その他 9,800円 2007年9月29日予定

Shenzhen Guanqiao Packing Products Co.,Ltd. スキン（シール） その他 要相談

ジャレコ アイドル雀士　スーチーパイ４ PS2 その他
通常版：7,140円
限定版：9,140円

2007年10月11日

ネプリーグDS その他 3,990円 2007年冬
忍者じゃじゃ丸くん アクション 5,040円 2008年予定
全国デコトラ祭り Wii レーシング 未定 2008年
ルナティア　～プラチナファンタジーオンライン～ PC ロールプレイング 基本プレイ無料（アイテム課金） ２００７年秋

ＮＴＴドコモ

PC

ソフトバンク

未定
アイテム課金

DS

PSP

サイカンゲームズ

DS

※ 事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 3



「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル ２００７年９月２０日

出展社名 タイトル名 プラットフォーム ジャンル 価格(予価/税込） 発売日（予定） オンライン

ジャレコ ノーステイル PC ロールプレイング 基本プレイ無料（アイテム課金） 稼働中 対応
ゲーム天国 シューティング 月額３１５円 今秋予定
人類は一本の塔に想いを込めた・・・。 シミュレーション 月額３１５円 配信中
三国フィールドコンバット シューティング 月額３１５円 配信中
クロスファイブ その他 月額３１５円 今秋予定
クロスファイブ BREW その他 落し切り５２５円 今秋予定
アイドル雀士 スーチーパイ２ NTTDoCoMo その他 月額３１５円 配信中
アイドル雀士 スーチーパイ ２ ソフトバンク その他 未定 今秋予定
魔王が墜ちる日2 DoCoMo ロールプレイング 月額３１５円 今秋予定

魔王が墜ちる日 ロールプレイング
NTTDoCoMo　315円／月

Ｓｏｆｔｂａｎｋ、ＢＲＥＷ
落としきり525円

配信中

モモコ１２００％ ロールプレイング
NTTDoCoMo　315円／月

Ｓｏｆｔｂａｎｋ、ＢＲＥＷ
落としきり525円

配信中

シルバースタージャパン 世界最強銀星囲碁８ その他 13,440円 2007年10月 対応
世界最強銀星将棋7 その他 10,290円 2007年11月 対応
遊んで囲碁が強くなる！銀星囲碁DS その他 4,980円 発売中
遊んで将棋が強くなる！銀星将棋DS その他 4,980円 発売中
銀星囲碁 その他 315円 発売中 対応
銀星将棋 その他 315円 発売中
世界最強銀星囲碁７ その他 6,090円 2007年12月
最強銀星将棋４ その他 2,980円 発売中

SMYTH RESEARCH バーチャル・サラウンド・ヘッドフォーン技術 その他
3DV Systems スリーディーカメラ その他
セガ 忌火起草 PS3 その他 7,980円 2007年10月25日

ナイツ　～星降る夜の物語～ Wii アクション 7,140円 2007年12月13日 未定
ドラマチックダンジョン サクラ大戦 ～君あるがため～ DS ロールプレイング 未定 2008年早春 未定
シーマン2　～北京原人育成キット～ PS2 シミュレーション 7,140円 2007年10月18日
ゴースト・スカッド Wii シューティング 5,040円 2007年10月19日

SEGA RALLY（仮称）
PS3

XB360
PSP

レーシング 未定 2007年10月20日

ソニック　ラッシュ アドベンチャー アクション 5,040円
タッチ で ズノーDS その他 3,990円 2008年1月
龍が如く 見参！ PS3 アドベンチャー 7,980円 2008年春 未定
戦場のヴァルキュリア PS3 その他 未定 2008年春
SEGA AGES 2500シリーズ Vol.31 電脳戦機バーチャロン アクション 2,625円 2007年10月25日
PHANTASY STAR UNIVERSE イルミナスの野望 ロールプレイング 5,040円 2007年9月27日 対応
実戦パチスロ必勝法！　北斗の拳２ 乱世覇王伝 天覇の章 その他 5,040円 2007年10月11日
実戦パチンコ必勝法！ CRサクラ大戦 その他 5,040円 2007年9月13日
ライラの冒険 ～黄金の羅針盤～（仮称） PS3,Wii,NDS,PSP アクション 未定 2008年春
ピクトイメージDS DS その他 3,990円 2007年9月27日 対応
ミブリー＆テブリー Wii その他 未定 2008年 未定
毎日新聞1000大ニュース DS その他 3,990円 2007年11月29日
不思議のダンジョン 風来のシレン3 ～からくり屋敷の眠り姫～ Wii ロールプレイング 未定 2008年 未定
BLEACH The 3rd Phantom DS ロールプレイング 未定 2008年早春 未定

PS2

NTTDoCoMo
Softbank
BREW

PC

DS

PS2

DoCoMo、au、
SoftBank

NTTDoCoMo

DS

※ 事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 4



「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル ２００７年９月２０日

出展社名 タイトル名 プラットフォーム ジャンル 価格(予価/税込） 発売日（予定） オンライン

セガ バーチャファイター5 Live Arena ＸB３６０ アクション 8,190円 2007年12月6日 対応
スプラッシュ！ゴルフ PC スポーツ 未定 2007年冬サービス開始予定 対応
ディズニー・フレンズ ＤＳ その他 5,040円 2008年2月発売予定 対応
ルイスと未来泥棒～ウィルバーの危険な時間旅行 ＰＳ２ アクション 6,090円 2007年12月20日
ルイスと未来泥棒～ウィルバーの危険な時間旅行 Wii アクション 6,090円 2007年12月20日
ルイスと未来泥棒～ウィルバーの危険な時間旅行 アクション 5,040円 2007年12月20日
ディズニープリンセス 魔法のジュエル パズル 5,040円 2007年11月29日 対応
ディズニープリンセス 魔法の世界へ Wii アドベンチャー 6,090円 2007年12月6日 未定
ディズニープリンセス 魔法の世界へ ＰＳ２ アドベンチャー 6,090円 2007年12月6日 未定
パイレーツ・オブ・カリビアン／ワールド・エンド ＰＳ３ アクション 6,090円 2007年12月6日
化石超進化　スペクトロブス ＤＳ ロールプレイング 5,040円 発売済 対応
スタントマン：イグニッション ＸB３６０ アクション 7,140円 2007年12月13日 対応
スポンジ・ボブとなかまたち トイボットのこうげき ＤＳ アクション 5,040円 2007年12月20日 対応
コナン PS3 アクション 7,140円 2007年12月6日
ザイナイド シューティング 6,090円 2007年11月29日
マネーすごろく カブコロ その他 6,090円 2007年11月15日
TUROK ＸB３６０ シューティング 6,090円 2008年春 対応
化石超進化　スペクトロブス２ ＤＳ ロールプレイング 未定 未定 対応
FLATOUT ULTIMATE CARNAGE ＸB３６０ レーシング 未定 2007年12月1日 対応

タイパビリオン
　Advance Intelligence Modernity Co., Ltd ゲットインツーザゲームオンライン ＰＣ ロールプレイング 2007年8月19日

キングオブモバイル 携帯電話 シミュレーション 2006年8月1日
モバイルコンテントマネージメントシステム 2006年8月1日
モバイルゲームパック 2007年7月1日

　Corcell Technology Co., Ltd. ウィキッドモンスターＤＳ DS アクション 2008年2月
ローラーボール パズル 電話で問い合わせ
ズーン パズル 電話で問い合わせ

　Monomania Co., Ltd. オーディションダンゼ その他
イーオンモバイル その他
キャラクターデザイン その他

台湾ゲーム館(ＴＡＩＴＲＡ)
　Mega Entertainment Co., Ltd パラセ・ロルンぺ～空舞う魔導陣～ ＰＣ シューティング 未定 2007年12月 対応
　UserJoy Technology Co., Ltd. 三国群英伝オンライン ＰＣ ロールプレイング 未定 未定 対応
　Joymaster Inc. 3D機動騎士 シューティング 250 円

決戰拱豬 その他 250 円
神鬼傳奇 パズル 250円
赤色風暴 シューティング 250 円
梭哈之'王 その他 250 円
超級決戰富翁 online その他 未定 2007年4月予定 対応
GoPets ロールプレイング 未定 2007年4月予定

　Unalis Co., Ltd. タパオンライン アクション 未定 発売中 対応
ディータイムオンライン その他 未定 未定 対応
ケロロ軍曹ーペコポン侵略大作戦 アクション なし 台湾と香港限定
ケロロ軍曹ー大競技 パズル なし 台湾と香港限定
ケロロ軍曹ー五人チームの突撃 アクション なし 台湾と香港限定

タカラトミー いつもの食材で出来ちゃうすてきなスイーツとごちそう。 DS その他 未定 2007年冬 なし
NARUTO-ナルト- 疾風伝 激闘忍者大戦！ＥＸ２ Wii アクション 未定 2007年冬
NARUTO-ナルト- 疾風伝 最強忍者大結集５ 決戦！”暁” アクション 5,040円 発売中
家庭教師ヒットマン REBORN! DS フレイムランブル 開炎 リング争奪戦！ アクション 5,040円 2007年9月20日
人生ゲームWii(仮) Wii その他 未定 2007年冬

ＤＳ

携帯電話

DS

その他

携帯電話

ＰＳ２

　Game Square Interactive Co., Ltd.

ＰＣ

DS

※ 事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 5



「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル ２００７年９月２０日

出展社名 タイトル名 プラットフォーム ジャンル 価格(予価/税込） 発売日（予定） オンライン

タカラトミー 人生ゲームＱ　DS 平成のデキゴト DS その他 5,040円 2007年冬
人生ゲームＱ　DS 昭和のデキゴト DS その他 5,040円 2007年冬
チョロＱ　Wii(仮) レーシング 未定 2007年冬
メジャ　Wii(仮) スポーツ 未定 今冬
リカちゃんＤＳ おんなのこレッスン オシャレもおしごともおまかせ！ その他 5,040円 2007年冬
シュガーバニーズDS 夢のスイーツ工房 アドベンチャー 5,040円 2007年10月25日
ゾイドオルタナティブ XB360 シミュレーション 7,140円 2007年10月18日 対応
NARUTO-ナルト- 遊隠れの里 ロールプレイング 月額３１５円 稼働中
家庭教師ヒットマン REBORN! モバイルファミリー１０代目 ロールプレイング 月額３１５円 稼働中
家庭教師ヒットマン REBORN! DS 死ぬ気MAX！　ボンゴレカーニバル DS その他 5,040円
いつもの食材で出来ちゃうすてきなスイーツとごちそう。 DS その他 価格未定
ポケモンバトリオ その他 １人プレイ１００円　２人プレイ２００円 稼働中

ディースリー・パブリッシャー DRAGON BLADE Wii シミュレーション 5,040円 2007年11月発売予定

はじめの一歩 PORTABLE VICTORIOUS SPIRITS PSP その他 5,040円 今冬発売予定
バンガイオー魂 BANGAI-O SPIRITS DS その他 5,229円 今冬発売予定
Dark Sector PS3 その他 未定 2008年発売予定
Dark Sector XＢ360 その他 未定 2008年発売予定
SIMPLE DSシリーズ Vol.25 THE 交渉人 アドベンチャー 2,800円 2007年10月25日発売予定

SIMPLE DSシリーズ Vol.26 THE クイズ30,000問 クイズ 2,800円 2007年11月29日発売予定

SIMPLE DSシリーズ Vol.27 THE 密室からの脱出～THE 推理番外編～ アドベンチャー 2,800円 2007年11月29日発売予定

K-1 WORLD GP 絶対王者育成計画 シミュレーション 5,040円 2007年11月29日発売予定

獣神演武ＤＳ シミュレーション 5,229円 2007年11月22日発売予定

マジカル頭脳パワー!! DS シミュレーション 3,990円 今冬発売予定
SIMPLE DSシリーズ Vol.22 アゲ♂アゲ♂ THE ゼロヨン★深夜（ミッドナイト） レーシング 2,800円 2007年9月20日
SIMPLE DSシリーズ Vol.23 THE パズルクエスト～アガリアの騎士～ パズル 2,800円 2007年9月27日
SIMPLE2500シリーズ Portable!! Vol.11 THE パズルクエスト～アガリアの騎士～ PSP パズル 2,625円 2007年9月27日
SIMPLE DSシリーズ Vol.24 THE 戦車 DS アクション 2,800円 2007年10月
SIMPLE Wiiシリーズ Vol.1 ＴＨＥ みんなでカート・レース レーシング 2,940円 2007年10月25日
SIMPLE Wiiシリーズ Vol.2 ＴＨＥ みんなでバス釣り大会 その他 2,940円 2007年10月25日
DEAR My SUN!!～ムスコ★育成★狂騒曲（カプリッチョ）～ シミュレーション 2007年9月6日
幕末恋華・花柳剣士伝 アドベンチャー 2007年10月4日

テイジイエル企画 バルドバレット イクリブリアム PS2 アクション 7,140円 2007年10月25日
テクモ NINJA GAIDEN Dragon Sword アクション 未定 2007年予定

DS 西村京太郎サスペンス 新探偵シリーズ 「京都・熱海・絶海の孤島 殺意の罠」 シミュレーション 3,800円（税込 3,990円) 2007年10月11日（木）予定

スイングゴルフパンヤ 2ndショット スポーツ 未定 未定
アルゴスの戦士 マッスルインパクト アクション 未定 2007年発売予定
Monster Farm POP2 iアプリ シミュレーション 月額500円（税込 525円） 正式サービス中
お宝クエストＲＰＧ ロールプレイング 未定 未定 対応
100Gリオパラダイス シミュレーション 未定 未定
モンスターファーム オンライン シミュレーション 無料（アイテム課金） 今秋正式サービス開始予定 対応
Gallop Racer ONLINE レーシング 無料（アイテム課金） 正式サービス中 対応
ＭＩＸＭＡＳＴＥＲ シミュレーション 無料（アイテム課金） 正式サービス中 対応
WarRock アクション 無料（アイテム課金） 正式サービス中 対応
未発売タイトル 近日発表予定 近日発表予定 近日発表予定 近日発表予定

ロード・オブ・ザ・リングス オンライン　アングールの影 PC ロールプレイング
月額（30日間1,500円）初回のみ

クライアント料3,000円 正式サービス中 対応

デジタルワークスエンターテインメント １３歳のハローワークDS DS アドベンチャー 未定 今冬発売予定
ダークハンター ～受け継がれる意志～ BREWアプリ ロールプレイング 月額１０５円 １０月配信予定
紅の錬金術魂2 BREWアプリ ロールプレイング 月額１０５円 １０月配信予定

PC

PS2

DS

携帯電話

DS

Wii

BREWアプリ

DS

Wii

Wii

通常版￥7,140
限定版￥9,240

※ 事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 6



「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル ２００７年９月２０日

出展社名 タイトル名 プラットフォーム ジャンル 価格(予価/税込） 発売日（予定） オンライン

デジタルワークスエンターテインメント キングアーサー ～物語を継ぐ者達へ～ BREWアプリ ロールプレイング 月額１０５円 好評配信中
Kempo Online PC アクション 未定 未定 対応

ハドソン デカスポルタ Wii スポーツ 6,090円 2007/12/20
ダンジョンエクスプローラー 盟約の扉 PSP ロールプレイング 5,229円 2007/11/15
ダンジョンエクスプローラー 邪神の領域 DS ロールプレイング 5,229円 2007/11/15 対応
オメガファイブ XB360 シューティング 800MSポイント 2007/11予定 対応
ガチャピン日記DS パズル 5,229円 2007/9/20
エレメンタルモンスター ～五柱神の謎～ その他 5,229円 2007/9/20 対応

HaptX ハプトエックス PC その他 2007年5月
ノビント　ファルコン その他 US$239 2007年6月

バンダイナムコゲームス エースコンバット6 解放への戦火 XB360 シューティング 7,800円 2007年11月1日 対応
ドラゴンボールＺ　スパーキング！メテオ PS2 アクション 7,140円 2007年10月4日
ドラゴンボールＺ　スパーキング！メテオ Wii アクション 7,140円 2007年10月4日 対応
テイルズ　オブ イノセンス DS ロールプレイング 6,090円 2007年12月6日
うらないの島 その他 未定 今冬 対応
タンバリンの達人 アクション 月額315円（太鼓の達人モバイル） 今冬
風のクロノア アクション 月額315円（ナムコ・ゲームス） 未定
アルペンレーサー スポーツ 月額315円（ナムコ・ゲームス） 今冬
塊魂モバイル アクション 月額315円（ナムコ・ゲームス） 配信中 対応
通信対戦もじぴったん ＢＲＥＷアプリ パズル 月額315円（ナムコＥＺゲームス） 配信中 対応
鉄拳２ Ｓ！アプリ アクション 月額315円（ナムコ・ゲームス） 今冬 対応
機動劇団はろ一座 ガンダム麻雀+Z さらにデキるようになったな！ その他 5,040円 発売中
ナムコミュージアムDS その他 3,990円 2007年10月11日
ドラゴンテイマー サウンドスピリット ロールプレイング 5,040円 2007年11月1日
ゲームセンターCX 有野の挑戦状 その他 5,040円 2007年11月15日
DUEL　LOVE 恋する乙女は勝利の女神 アドベンチャー 未定 2008年春
プロ野球　ファミスタDS スポーツ 5,040円 2007年11月15日
結界師　黒芒楼の影 アクション 6,090円 2007年9月27日
はねるのトびらWii ギリギリッス アクション 未定 2007年12月6日
ファミリートレーナー アスレチックワールド アクション 未定 2008年
ソウルキャリバー レジェンズ アクション 未定 2007年冬
NARUTO－ナルトー 疾風伝 ナルティメットアクセル2 アクション 未定 2007年12月
装甲騎兵ボトムズ アクション 7,140円 2007年11月15日
テイルズ オブ デスティニー ディレクターズカット ロールプレイング 未定 2008年初頭
ガンダムバトルクロニクル アクション 5,040円 2007年10月4日

涼宮ハルヒの約束 アドベンチャー
通常版：5040円

超プレミアムBOX：9450円 2007年12月20日

タイムクライシス4 PS3 シューティング 11,500円[ガンコン３同梱] 2007年12月20日 対応
ビューティフル塊魂 アクション 6,090円 2007年10月18日 対応
スマッシュコートテニス3 スポーツ 7,329円 2007年12月13日 対応
ガンダム　オペレーショントロイ PS2 アクション 未定 2007年 対応

バンプレスト スーパーロボット大戦OG外伝 シミュレーション
通常版6,090円
限定版9,240円

2007年12月下旬

スーパーロボット大戦Scramble Commander the 2nd シミュレーション 7,329円 2007年11月1日
アルトネリコ2 世界に響く少女たちの創造詩 ロールプレイング 7,140円 2007年10月25日

涼宮ハルヒの戸惑 アドベンチャー
7,140円(通常版)、
10,290円（限定版） 2008年1月31日

フジワーク プレイステーション２用ワイヤレスコントローラー
プレイステーション２用ワイヤードコントローラー
プレイステーション３用ワイヤードコントローラー

DS

ⅰアプリ

ＤＳ

PSP

XB360

PS2

PS2

Wii

その他

※ 事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 7



「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル ２００７年９月２０日

出展社名 タイトル名 プラットフォーム ジャンル 価格(予価/税込） 発売日（予定） オンライン

フジワーク ポルシェライセンスハンドルコントローラー
ドイツ　エンドール社製プレイステーション２用ワイヤレスコントローラー

ブロッコリー ギャラクシーエンジェルII 無限回廊の鍵 シミュレーション デラックスパック：9,975円 通常版：8,190円 2007年10月18日予定

最終試験くじら-Alive- 【初回限定版】9,240円 【通常版】7,140円 2007年9月27日発売予定

D.C.～ダ・カーポ～　the Origin 【初回限定版】9,240円 【通常版】7,141円 2007年12月13日（木）予定

マーベラスエンターテイメント ぷるるんっ！しずくちゃん　めいろの森のどうぶつたち DS その他 5,040円 2007年7月12日
家庭教師ヒットマンREBORN!　ドリームハイパーバトル!　死ぬ気の炎と黒き記憶 アクション 7,140円 2007年8月30日
セイント・ビースト　～螺旋の章～ アドベンチャー 通常版7,140円　限定版8,190円 2007年9月20日
食彩浪漫 家庭でできる!著名人・有名料理人のオリジナルレシピ その他 3,990円 2007年10月11日予定

松田忠徳温泉教授監修　全国どこでも温泉手帳 その他 3,990円 2007年10月11日予定

家庭教師ヒットマンREBORN! Let's暗殺!?狙われた10代目! PS2 アドベンチャー 7,140円 2007年10月25日予定

ゼロの使い魔 夢魔が紡ぐ夜風の幻想曲 PS2 シミュレーション 通常版7,329円 限定版9,429円 2007年11月29日
おおきく振りかぶって ホントのエースになれるかも DS シミュレーション 5,040円 2007年12月13日
NO MORE HEROES Wii アクション 未定 今冬
ＬＵＸ－ＰＡＩＮ【ルクス・ペイン】 アドベンチャー 5,040円 今冬
ルミナスアーク2 ウィル シミュレーション 未定 今冬
ルーンファクトリー2 シミュレーション 5,040円 2008年1月
ヴァルハラナイツ２ PSP ロールプレイング 未定 2008年春
朧村正妖刀伝（仮称） ロールプレイング 未定 未定
王様物語 ロールプレイング 未定 2008年予定
レイニーウッズ -RAINYWOODS- PS3，XB360 その他 未定 2008年

マイクロソフト ロストオデッセイ ロールプレイング 7,140円(税込み) 2007年12月6日(木) 対応
Halo 3 シューティング 7,140円 9月27日 対応
PGR 4 -プロジェクト ゴッサム　レーシング 4 レーシング 7,140円 10月11日 対応
キングダムアンダーファイア : サークルオブドゥーム ロールプレイング 7,140円 2007年冬 対応
あつまれ！ピニャータ ～レッツ☆パーティー～ その他 未定 2007年冬 対応
Microsoft Age of Empires III : The Asian Dynasties その他 未定 2007年冬 対応
Flight Simulator X : Acceleration シミュレーション 未定 2007年冬 対応
あつまれ！ピニャータ シミュレーション 未定 2008年冬 対応

モリゲームズ ストレッチタッチペンＬｉｔｅ ５２５円 発売中
スマートタッチペン ４２０円 ２００７年７月２７日

ポケモンバックＤＰ １９９５円 ２００７年８月３日
ユードー カラダ・よろこぶ食事＆エクササイズ健康検定 DS その他 3990円（税込み） 2007年11月15日
レベルファイブ レイトン教授と悪魔の箱 アドベンチャー 4800円 2007年11月29日

イナズマイレブン ロールプレイング 未定 今冬発売予定
ROLLING KONCEPT INNOVATION CO.,LTD. チャーム・ディテクター その他 未定
＜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 携帯電話 ロールプレイング 月額315円 配信中（2004/07） 対応

ネバーワールドあみぱにDX
Javaアプリ

BREWアプリ パズル 月額315円 配信中（2007/04） 対応

ネバーワールドストラテジー シミュレーション 月額315円（予定） 2007/10月末頃（予定） 対応
ワールドアイスランジスタ ロールプレイング 月額525円（予定） 2007/12月末頃（予定） 対応

INTERSAVE CO.,LTD. ジュモン アクション 対応
ボシャボシャ パズル 対応

携帯電話

DS

アドベンチャー

その他

PS2

その他

Javaアプリ

PS2

XB360

PC

DS

Wii

DS

※ 事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 8



「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル ２００７年９月２０日

出展社名 タイトル名 プラットフォーム ジャンル 価格(予価/税込） 発売日（予定） オンライン

INTERSAVE CO.,LTD. キャチミモン その他 対応
ラブプロジェックト その他 対応
ミニゲームサンタ アクション 対応
ペーパマケ スポーツ 対応
スワット アクション 対応
ジュジュボーリング スポーツ 対応
レーモンマトゴ その他 対応
楽しい釣り その他 対応
ミニミニゲームマスター その他 対応

コットンキャンディタイクン その他 対応

寿司マスター3 その他 対応
ミッションープリンセスを救え その他 対応
アクアソンソン その他 対応
ジャングルモンキー その他 対応
シューティングモン その他 対応
ドラゴンフライ アクション 対応
バブルバブルチルドモンク アクション 対応
バブルバブルチルドモンク2 アクション
ハイマラソン スポーツ 対応
ウォーオブアンスラックス パズル 対応
ファイブストーン その他 対応
セブンポーカー その他 対応
ボウンスタンクバトル その他 対応
エアーホーク その他 対応
バンパイアハンター アクション 対応
囲碁 その他 対応
マンチ その他 対応
コラムオンラインモバイル アクション 対応
エクスジーホック スポーツ 対応
花札 その他 対応
ラストインパクト その他 対応
アンリミテドジョン レーシング 対応
バンパイアハンター2 アクション 対応
ワチュウォリ パズル 対応
レーシングインスティンクト アクション 対応
ロードオブシティートレイン アクション 対応
スクリーマー スポーツ 対応
バンパイアハンター3 アクション 対応

ガーラモバイル フリフオンラインモバイル JAVAアプリ ロールプレイング 無料 2008年1月 対応
パタタ★グランプリ BREWアプリ レーシング ダウンロード105円（予定） 2007年9月 対応
ラペルズ PC ロールプレイング 無料 2006年10月2日 対応

クリエイティブ・ブレイン トリトーンｍｏｂｉｌｅ S!アプリ、ｗillcom ロールプレイング 315円 2006年12月13日

携帯電話

※ 事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 9



「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル ２００７年９月２０日

出展社名 タイトル名 プラットフォーム ジャンル 価格(予価/税込） 発売日（予定） オンライン

クリエイティブ・ブレイン ドラコデア S!アプリ、ｗillcom ロールプレイング 420円 2007年８月１５日
ARPGギルドミッション S!アプリ その他 420円 2007年冬

ゲームロフト Asphalt 3 3D
3Ｇ端末対応、ＢＲ
ＥＷ2.1および3.1

対応
レーシング 315円

直感ミッドナイトボウリング
ドコモP904i、

SH904i端末対応
（メガアプリ対応）

スポーツ 315円 配信中

リアルサッカー2008
3Ｇ端末対応、ＢＲ
ＥＷ2.1および3.1

対応
スポーツ 315円 配信予定

ライズオブロストエンパイア

３Ｇ端末対応、Ｂ
ＲＥＷ2.1および
3.1、ドコモ703i、
704i、903i、904i端

アドベンチャー 315円 配信中

東京☆ナイツ
3G端末対応、ＢＲ
ＥＷ2.1および3.1

対応
シミュレーション 315円 配信予定

ギターDEミュージック

３Ｇ端末対応、Ｂ
ＲＥＷ2.1および
3.1、ドコモ703i、
704i、903i、904i端

その他 315円 配信中

KEMCO 横山光輝　三国志 シミュレーション 525円 発売中
科学忍者隊ガッチャマン ロールプレイング 525円 2007年12月発売予定

アルファディア（仮題） ロールプレイング 420円 2007年10月発売予定

ドラゴンタワー疾風の旋律 ロールプレイング 525円 2007年10月発売予定

I am 魚 アドベンチャー 315円 発売中

カスタム!!3Dゴルフ（モバゴル）
Ｓ！アプリ、ＢＲＥ
Ｗアプリ、ｉアプリ

スポーツ 52～210円（アイテム課金） 発売中

Soul Tears（仮題） Ｓ！アプリ ロールプレイング 420円 2007年12月発売予定

イライラ！玉ころがし Ｓ！アプリ、ｉアプリ アクション 210円 発売中
暁に消ゆ Ｓ！アプリ アドベンチャー 315円 発売中

ジー・モード ラグナロクオンラインGAMES
NTTドコモ

（au／SoftBankは
配信予定）

ロールプレイング 315円／月
配信中（au／

SoftBankは2008年配
信開始予定）

ケータイ少女 シミュレーション 525円／1DL 配信中

フライハイトクラウディアシリーズ ロールプレイング
各シリーズ、各キャリアにより異

なります。
配信中

（一部配信予定）

テトリスクリスタル
NTTドコモ／
au／SoftBank

パズル
(i)105円～／月、(Ez)315円／

1DL、(Y!)315円／1DL 配信中

マジカルファンタジスタ３
NTTドコモ

（SoftBankは配信
予定）

その他 315円／月
配信中（SoftBank版

は2007年11月配信開
始予定

いづみ事件ファイルシリーズ
NTTドコモ／
au／SoftBank

アドベンチャー
(i)210円～／月
(Ez)210円／1DL
(Y!)210円／1DL

配信中

Ｓ！アプリ

NTTドコモ
/au/SoftBank

※ 事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 10



「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル ２００７年９月２０日

出展社名 タイトル名 プラットフォーム ジャンル 価格(予価/税込） 発売日（予定） オンライン

ジー・モード ナイトハイク アドベンチャー
(i)105円～／月
(Ez)315円／1DL
(Y!)315円／1DL

配信中

本日回転！ アクション
(i)105円～／月
(Ez)105円／1DL
(Y!)105円／1DL

配信中

ケータイ少女麻雀スピリッツ
NTTドコモ

/SoftBank（au
は配信予定）

その他
(i)105円～／月
(Ez)315円／1DL
(Y!)315円／1DL

配信中au版は
2007年10月配信

開始予定
キミキス NTTドコモ シミュレーション （i）105円～／月 2007年10月配信開始予定

ドタバタ！びるDing au パズル （Ez）315円／１DL 2007年配信開始予定

ウサクルクエスト ロールプレイング 84円/1ゲーム

なすブーの冒険４ ロールプレイング 84円/1ゲーム

なすブーの大冒険!!シナリオ１ ロールプレイング
シノビン アクション
サルゴルファー ニアピンＧＰ アクション
ハンマーマニア アクション
プラスちっく☆マイナスちっく アクション 無料配信

電子書籍 『イル・ソーニョ　～夢の守人～』
210円/1章

（全13章　序章無料！） 発売中

電子コミック 『にくきゅうプリンター』
63円/1話

（全8話　立ち読み版無料！） 発売中

スパイシーソフト チャリ走 レーシング 無料 配信中

おばちゃんが飛ぶ アクション 無料 配信中

Theホームラン競争 スポーツ 無料 配信中
そらゆめ プリンセス・ファミリア ロールプレイング 今秋予定

宇宙屋台・天嵐軒 アドベンチャー 配信中
LastDream ロールプレイング 2008年春予定

ひぐらしのなく頃にTactics シミュレーション
DoCoMo 月額315円　SoftBank

420円/1ダウンロード 配信中

Rutty de フットサル 携帯電話 スポーツ 無料 今秋予定 対応
ニンジャスタジオ 降魔霊符伝イヅナ弐 DS ロールプレイング 5,040円（税込） 今秋

コスプレタクティカル シミュレーション 月額315円（税込） 発売中 対応
ミックスキングダム その他 従量420円（税込） 発売中 対応

なんでもジグソー パズル
無料（一部機能使用時に従量３

１５円（税込）） 発売中

雪の降る時に アドベンチャー 従量420円（税込） 発売中
育て！ネットあいどる シミュレーション 従量420円（税込） 発売中
封神霊符３ ロールプレイング 従量315円（税込） 発売中
降魔霊符伝イヅナ ぐっどぷらいす DS ロールプレイング 2,415円（税込） 2007年10月18日

メディア・マジック コミュニティキーパー その他 開発中 対応
ケータイスタジオ その他 発売中 対応

PC

その他

携帯アプリ

EZWeb公式サイト「モ
アキャラ☆ゲームＤ

Ｘ」で配信中

EZWeb公式サイト「極
★プチゲー」で配信中

1ゲーム84円。会員は月額315
円でランク内のゲーム取放題。

NTTドコモ／
au／SoftBank

BREWアプリ

Flash Lite

携帯３キャリ
ア対応アプリ

DoCoMo 月額315円
SoftBank 未定

※ 事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 11



「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル ２００７年９月２０日

出展社名 タイトル名 プラットフォーム ジャンル 価格(予価/税込） 発売日（予定） オンライン

＜キッズコーナー＞
コーエー オプーナ Wii ロールプレイング 7,140円 2007年11月１日予定

GABU★GABU プラネット DS アクション 5,040円 2007年予定 対応
KONAMI 獣神伝 アルティメットビーストバトラーズ DS+カード 対戦カードゲーム 6,279円 今冬発売

サバイバルキッズ３　小さな島の大きな秘密！？（仮） DS サバイバルアドベンチャー 未定 2007年12月20日

DanceDanceRevolution HOTTEST PARTY Wii ダンスシミュレーション

DDR専用コントローラ同梱版商
品：7,980円　　ゲームソフト商
品：6,090円　　DDR専用コント

ローラ予定価格:5,040円（税込）

2007年10月25日

hanapoo（はなぷ～） PC 絵本＋ゲーム 無料 配信中
セガ 古代王者　恐竜キング 7つのかけら DS ロールプレイング 5,040円 2007年11月22日

ドラえもんWii ひみつの道具王決定戦 Wii その他 6,090円 2007年12月6日 未定
夢ねこDS DS その他 未定 未定 対応

バンダイナムコゲームス たまごっちのプチプチおみせっち みなサンきゅ～！ その他 5,040円 2007年9月27日
デルトラクエスト ７つの宝石 ロールプレイング 5,040円 発売中
みつけて！ケロロ軍曹 まちがいさがし大作戦で対応ます！ その他 5,040円 2007年9月27日
フコウモリ  ～モリリーのアンハッピーぷろじぇくと～ その他 5,040円 2007年11月29日
Ｙｅｓ！プリキュア5 アクション 5,040円 2007年11月29日
はねるのトびらWii ギリギリッス アクション 3,990円 2007年12月16日
ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大運動会 スポーツ 6,090円 2007年11月22日
みんなで遊ぼう！ナムコカーニバル その他 5,040円 2007年12月6日
ファミリートレーナー　アスレチックワールド アクション 未定 2008年

マイクロソフト ブルードラゴン ロールプレイング 7,140円 2006年12月7日 対応
あつまれ！ピニャータ シミュレーション 6,090円 2007年1月11日 対応

＜ゲームスクールコーナー＞
麻生情報ビジネス専門学校 M.O.A アクション

petal petal アクション
Hraesvelgr シミュレーション

穴吹カレッジグループ ジュエル・マスター パズル - -

パラボック アクション - -

シャイニングブラスト シューティング - -

エクステイル アクション - -

黒雲 アクション - -

シュマロイツ アクション - -

シャフルパレット パズル - -

アウト　オブ　グローサー
少年とお城のオバケ
In my life
To The Beautiful World
Realistic
コミック活劇

ECCコンピュータ専門学校 Awaking Arms アクション 非売品 -

Cat Story アクション 非売品 -
PC

PC

XB360

DS

Wii

その他

ＰＣ

※ 事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 12



「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル ２００７年９月２０日

出展社名 タイトル名 プラットフォーム ジャンル 価格(予価/税込） 発売日（予定） オンライン

ECCコンピュータ専門学校 CAGAMARIA　STRIKE PC アクション 非売品 -

WiZ国際情報工科専門学校 街侵略 PC シミュレーション

ＮＣＣ新潟コンピュータ専門学校 積木 パズル

天を目指して アクション

迷子の達人 パズル

Black　Soldier アクション

Ｔの嵐 アクション

LEAF　GARDEN アクション

THROW　POINT アクション

縄跳び アクション

写SCENE その他

非難 アクション

大改城　劇的ビフォー&アフター シミュレーション

ROPE　EXPLORER アクション

さ～ふぃん アクション

GravityCore アクション

大阪電気通信大学　デジタルゲーム学科 未定 その他 販売予定無し 販売予定無し

未定 その他 販売予定無し 販売予定無し

未定 その他 販売予定無し 販売予定無し
神戸電子専門学校 学生作品集 PC その他
専門学校 東京テクニカルカレッジ 走迷逃(そうめいとう) パズル

めたるがんなー アクション
るなてぃっくますかれーど その他
こい PC、携帯電話 パズル

専門学校 東京ネットウエイブ ＩＸＡＳ（イクサス） パズル
天罰 アクション

アクアルーラー パズル

マジカルストーン パズル

てんきぃ アクション

メロディ　ドロップス　～ロアの音風～ アクション
総合学院テクノスカレッジ 東京工学院専門学校 ザ・ワイヤーガン アクション

パンドラ アクション
ラストニート アドベンチャー
バンバンバウンド アクション
トゥーンイクジットウィズアルパ アドベンチャー

デジタルエンタテインメントアカデミー ブロウウィンド GC アクション
ぷにっとクラウン DS アクション
TRUE ENSEMBLE PS2 アクション
屋根まで飛んだ アクション
ShiningMagic アクション
侍ドラゴン アクション

PC

PC

PC

PC

NTTDoCoMo
Foma902i以降

PC

PC

※ 事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 13



「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル ２００７年９月２０日

出展社名 タイトル名 プラットフォーム ジャンル 価格(予価/税込） 発売日（予定） オンライン

デジタルエンタテインメントアカデミー スーパーあしあし アクション
LEADBALL パズル
点字リバーシ パズル
JEWEL パズル
マジカル☆ミュート パズル
POTTION パズル
かきわけ！　ぽんぽんスゥィーツ DS アクション
Tank Glory XB360 アクション

東北電子専門学校 ＵＳA その他
ぱずこん その他
虹駆けるうさぎ その他
新星ぐるぐるビックバン その他
ＢＡＮＤＦＩＧＨＴＥＲＳ その他

トライデントコンピュータ専門学校 トライデントＰＣゲームコレクション PC その他 非売品
トライデントＸｂｏｘ３６０ゲームコレクション XB360 その他 非売品
トライデントＰＳＰゲームコレクション PSP その他 非売品
トライデント携帯ゲームコレクション 携帯 その他 非売品
トライデントＣＧムービーセレクション その他 非売品

名古屋工学院専門学校 o-sero パズル
空に翔ける虹 アクション
パンツァー アクション
PIPE パズル
数解2 パズル
コノリ コノル アクション
スターダストバインド その他
一花の贈り物
コミモン
Dinner

新潟高度情報処理技術学院 Bounce アクション (学生作品) (学生作品)
トんでもバカンス アクション (学生作品) (学生作品)
てんと パズル (学生作品) (学生作品)
ナビ パズル (学生作品) (学生作品)
天空の迷宮 アクション (学生作品) (学生作品)
逃げろ！ アクション (学生作品) (学生作品)
やったZE！！スーパーカー レーシング (学生作品) (学生作品)
スタータワー アクション (学生作品) (学生作品)
ブロックずらし ｉアプリ パズル (学生作品) (学生作品)
しんぴのもり パズル (学生作品) (学生作品)
BoundBall アクション (学生作品) (学生作品)
DAI貧民 ｉアプリ その他 (学生作品) (学生作品)
TREASURE HUNTER パズル (学生作品) (学生作品)
One or Eight パズル (学生作品) (学生作品)

日本電子専門学校 エイレネ アクション 0円 未発売
セイバートゥース アクション 0円 未発売
キュー・ブロック パズル 0円 未発売
マタドール その他 0円 未発売
エスケープ アクション 0円 未発売
バレットレース アクション 0円 未発売
神風 アクション 0円 未発売

PC

携帯アプリ

その他

PC

PC

PC

iアプリ

PC

PC

PC

※ 事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 14



「東京ゲームショウ２００７」出展タイトル ２００７年９月２０日

出展社名 タイトル名 プラットフォーム ジャンル 価格(予価/税込） 発売日（予定） オンライン

日本電子専門学校 エイム　レーシング レーシング 0円 未発売
まじくり☆ シミュレーション 0円 未発売
ニク原人 アクション 0円 未発売
シャイニングソードブレイカー アクション 0円 未発売
ブレイク　クリスタル シミュレーション 0円 未発売
スライム百斬 アクション 0円 未発売
罠王～WANAOH～ アクション 0円 未発売
Solitude アドベンチャー 0円 未発売
OHAYO伝説 アクション 0円 未発売
ハンマースイーパー アクション 0円 未発売
ロード・トゥ・マイセルフ レーシング 0円 未発売
プロメテウス パズル 0円 未発売

横浜デジタルアーツ専門学校 タイムアクシス シューティング 無料 未定
ザストゥン パズル 無料 未定

代々木アニメーション学院 学生イラスト作品集
学生映像作品集
学生企画書ファイリング集

<ビジネスソリューションコーナー＞
アンラボ アンラボ ゲームトータルプロテクト その他 システム構成によりご相談 2007年11月以降(予定)

ISAO サポートセック(仮称） -
シエラエンジン -
ラ・ポスタ -

英国北東イングランド・ゲームクラスター
  Digital City デジタル・シティにある優れたコンピューター・ゲーム企業やビジネス開発サポートのご紹介。 その他
  英国北東イングランド経済開発公社 北東イングランドのデジタル・シティ、Eutechnyx社、The Mustard Corporation社のご紹介 その他
NTTアイティ 物体認識技術を利用した携帯応用システム『MagicFinder』 その他 525万円 2006/10/10
Global Collect 支払い処理解決法 その他
コミュニティーエンジン ネットワークゲームを簡単・安全・迅速に開発するための開発エンジン「World Synthesizer」 その他 未定 2008年春予定

ゴンゾロッソ ドルアーガの塔（仮称） ロールプレイング 基本無料・アイテム課金
2008年正式サービス

開始予定

パンドラサーガ ロールプレイング 基本無料・アイテム課金
2007年度正式サービ

ス開始予定

日立超LSIシステムズ 高品位音声合成ミドルウェアRuby Talk その他 2006年

フォントワークスジャパン ゲーム業界向けフォントソリューション「LETS」
25,200円/1PC/1年より

（ボリュームディスカウント対応） 提供中

マルチプラットフォーム対応フォントラスライザ「Fit」 応談 提供中
プロメテック・ソフトウェア オクターブエンジン その他 未定 今冬
報映産業 Blu-ray Discデュプリケータ「BHD-200」シリーズ その他 未定 未定
ワコム シンティック21ユーエックス その他 オープン 発売中

PC

プラットフォーム略称表記：Wii：Wii、GC：ニンテンドー ゲームキューブ、DS：ニンテンドー ＤＳ、PS3：プレイステーション3、 PS2：プレイステーション2、PSP：プレイステーション・ポータブル、XB360：Xbox360、PC：パソコン
ジャンル欄「その他」表記は、ゲームソフト以外の出展品です。
※５０音順／株式会社などの表記は省略

PC

PC

その他

PC

その他

※ 事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 15


