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【一般展示】
5-Ｎ5　　　アークシステムワークス
テーマは「アークシステムワークスノンストップレイディオ！」。会場の中のみなさんはもちろん、インターネットを通じて会場の外の皆
様ともつながってしまおう！という、ユーザー参加型企画です。出展タイトルはアークおなじみの格闘ゲームのほか、今回は隠しダ
マもあり（？）。生まれ変わったアークに、ファンの皆様もそうでない皆様もどうぞご期待ください！

・イベント名称：  なおやとまりの「ほぼ社交辞令です」
・日時：  10月9日～12日　全日
・出演者： 村松直也（アーク）　岸和田まり（声優）　他ゲスト
・内容：  アークシステムワークスが送るWEBラジオのTGS出張版。
その辺を歩いている各社広報さんや、雑誌編集者・記者さんを捕まえながら、会場の外の皆様にも、TGSの熱気をお届けします！
 
・イベント名称：  第２回ギルティギア２公式大会「BURST OUT CONCERTO」
・日時：  10月11日～12日　時間未定
・出演者： 石渡大輔（アーク）　山中丈嗣（アーク）　村松直也（アーク）
・内容：  新レギュレーションで臨む、ギルティギア２の第2回公式大会です。あの熱い戦いが再び！！
 
・イベント名称：  新作発表プレスカンファレンス
・日時：  10月9日　AM
・出演者： 未定
・内容：  20周年を向かえたアークシステムワークスの新しい挑戦！続々とリリースされる新作ソフトの発表会です。
隠しダマも２～３用意しておりますのでご期待ください！

6-C2　　　アイレムソフトウェアエンジニアリング
絶対来てください！今年のアイレムブースでは「巨大地震体験」を実施します。さらに、もはや恒例となりつつある、絶対に他ではも
らえない、無駄に豪華、無駄に本気で社の命運をかけて制作した「アイレムぶるるん２００８」を配布。
都会の喧騒から遠く離れたアイレムの本拠地、石川県白山市の紹介から、謎のベールに包まれた未発表新作タイトル３作品の紹
介まで、読みごたえ満載です！

・イベント名称： 巨大地震体験イベント
・日時： ９日～１２日
・出演者： -
・内容： アイレムブースが揺れた！
巨大地震発生！　その時あなたはどうする！？
その答えはアイレムブースに！
 
・イベント名称： アイレム　ぶるるん　2008　配布
・日時： 随時
・出演者：
・内容： 昨年、一昨年と皆様から大盛況を承りました「アイレムぶるるん2008」を今年も配布します！
なんと今年は付録付き！「アイレムかるた　サービス増量版」！！
※無くなり次第終了となります。

5-N3　　　ITPIA CO.,LTD
2002年に設立したITPIA Co., Ltdはエンターテイメント業界向けに革新的なアクセサリーを製造しているリーディングカンパニーで
す。ソウル本社ではビデオゲームのアクセサリーを生産しています。製品の中には、ビデオゲームを高画質で見れるVGAコンバー
タや、ビデオ信号用のTVコンバータがあり、これらはワイヤレスで独立したレシーバです。そして、PSPや音楽や映画の生き生きし
た音響をお客様のステレオで楽しむことを可能にします。

6-C6　　　Academy of Art University
Academy of Art University of San Franciscoは、アート&デザイン学部希望の大学と大学院専攻学生に向けて、プロモーション致し
ます。

4-N6　　　アクワイア
販売・開発タイトルの展示と、新規事業の紹介を行います。

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 1/20



6-C7　　　インターチャネル
ＰＳＰ用ソフト「北斗の拳　ラオウ外伝　天の覇王」　Ｎintendo DS 用ソフト「スカシカシパンマン　ＤＳ　しょこたんこと中川翔子プロ
デュース」をプレイアブル出展します。ブースには等身大「ラオウ」とステージでは「スカシカシパンマン」が皆様のお越しをお待ちして
おります！

・イベント名称：　天の覇王　スペシャルトークショー１
・日時：　2008/10/11 13:00
・出演者：　長田悠幸さん
・内容：　「天の覇王」の作画担当された人気漫画家長田悠幸先生のトークショー＆同先生直筆のイラスト＆サイン色紙等豪華プレ
ゼントがもらえるジャンケン大会。

・イベント名称：　天の覇王　スペシャルトークショー２
・日時：　2008/10/12 13:00
・出演者：　松風雅也さん
・内容：　「天の覇王」ソウガ役の松風雅也さんによるトークショー。ボイス収録時のこぼれ話等、ここでしか聞くことができないトーク
が満載。

・イベント名称：　スカシカシパンマン　プレス発表会
・日時：　2008/10/9 11:30
・出演者：　スカシカシパンマン
・内容：　ゲームのプレゼンテーションおよび「スカシカシパンマン」によるスペシャルダンスパフォーマンス。

・イベント名称：　スカシカシパンマン　パフォーマンスステージ
・日時：　2008/10/9,10,11,12　各日３、４ステージ
・出演者：　スカシカシパンマン
・内容：　「スカシカシパンマン」によるスペシャルダンスパフォーマンスショーおよびスペシャルプレゼントがもらえるジャンケン大会。

・イベント名称：　スラップアップパーティ　スペシャルトークショー
・日時：　2008/10/12 11:00
・出演者：　野川さくらさん　辻あゆみさん　池添隆博監督他
・内容：　大人気オンラインゲーム「アラド戦記」をアニメ化。2009年放送開始に先駆け、声優、監督を交えてのスペシャルトーク
ショー。

1-N1　　　SNKプレイモア

今回もSNKプレイモアブースでは、新作ゲーム＆モバイルアプリの試遊や映像紹介など見逃せない情報満載でみなさまをお待ちし
ております！
さらに、迫力の両Ａ面ステージではＴＧＳ恒例のイベントのほか、こんな企画やあんな企画まで…
場所はいつものエントランス前。ぜひぜひ遊びに来て下さいネ！！

・イベント名称： KOFカルトクイズ「めざせ！ネオジオ大学！」
・日時： 10月12日(日）　14：00～15：30
・出演者： KOF声優、ネオジオ博士
・内容： この度、ネオジオ大学研究室は優秀な研究員を募集します。毎年おなじみ、来場者全員参加のKOFカルトクイズ大会！！
今年はネオジオ大学入学、修士課程卒業、博士、そしてネオジオ研究室の研究員を目指して頂きます！みごと優勝者にはネオジ
オ博士より豪華！？研究員セットを授与！参加希望者はイベント開始までにステージ前に集合してください。

・イベント名称： TGSチャンピオンシップ≪KOF 2002大会≫
・日時： 10月12日(日）　15：30～17：00
・出演者： KOF声優、ネオジオ博士
・内容： "集え！猛者ども！！今年もトーナメント方式での大会を実施！2日目のタイトルは不朽の名作「KOF2002」。参加者のみな
らず、大画面での猛者たちの戦いは見ているだけでヒートアップ間違いなし！超必見！！！参加受付は当日インフォメーションにて
実施致します。"
 ・イベント名称： コスプレコンパニオン撮影会
・日時： 10月11日（土）　12日（日）　10：00～10：30　12：00～12：30　16：00～16：30
・出演者：
・内容： SNKプレイモアブース恒例のコスプレコンパニオン撮影会！今年は不知火 舞　舞　舞　舞　舞　舞　まじですかぁ。。！？乞
うご期待！！

・イベント名称： 新作タイトル制作発表会
・日時： 10月12日（日）　13：30～14：30
・出演者： 開発スタッフ、松嶋初音さん
・内容： 異色クリエイターたちとのコラボレーションによる注目のタイトル。
このステージでその全貌が明らかに！！

4-C11　　　NTTドコモ

ドコモブースでは、多くのゲームメーカーと組んで「ケータイならでは」のiアプリを使った最新ゲームを中心に出展いたします。ブース
では多数の試遊スペースとステージが繰り広げられます！是非、NTTドコモのブースにお越しください！！

・イベント名称：  ドコモステージ
・日時：  2008年10月9日（木）～12日（日）
・出演者： 未定
・内容：  未定

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 2/20



2-C2　エレクトロニック・アーツ
年内発売タイトルを中心にＥＡ得意のスポーツゲームやオンラインゲーム、そしてキッズタイトルまでバラエティに富んだタイトルの
出展をいたします。また、今回出展が出来なかったタイトルも大型モニターによるハイデフの映像で隅々までたっぷりご紹介させて
頂きます。２００４年以来、４年振りの単独出展となりますが、出し惜しみなしのＥＡパワーをブース内で是非体感してください。

・イベント名称：ＮＦＳガールズ フォトセッション
・日時： 10/9～12
・出演者：ＮＦＳガールズ
・内容： 「ニード・フォー・スピード アンダーカバー」コーナー内でＮＦＳガールズ３名の撮影会を行います。

1-S3　　　エンターブレイン
週刊ファミ通出張編集部を行います。ブース内で週刊ファミ通誌面連動企画のクリエーターにインタビューを行います。

【オランダパビリオン】
3-N20　　　STREAMLINE STUDIOS
STREAMLINE STUDIOSは、海外パビリオンの中央に位置しております、オランダブースにてポスターを掲載し、出展しております。

3-N26　　　芸者東京エンターテインメント
「ほんとスゴいわよ。なんてったって見えないモノが見えちゃうんだから。ええ、ウェブカメラを通すのよ。キューブよ、キューブ。何も
ないとこにいきなり見えたらおかしいでしょ。あなたバカにしてんの？（とご立腹するも機嫌をなおして）でね、かわいい娘さんが出て
きて、つっついてちょっかいだしたり、脱がせたりできるのね。そうそう、おさわりスティック。名前がセクシーだわね。うふふ。プレゼン
トでご機嫌もとれるっていうし、息子の情操教育にもバッチリね。あ、そうそう、もう予約しちゃったのよー、私。えええ、10セットほど
ね。おほほ。」とドバイ在住のセレブな有閑マダムをも、うならせたプロダクト「電脳フィギュア ARis(アリス)」。芸者東京が誇る、あき
れるほどクールジャパンな技術力と創造力の結晶が、この秋、幕張メッセの幕を破って、全世界へ向けてデビューします。メディアの
みなさん、要チェックですぜ。

6-C1　　　KDDI
KDDIブースでは、ケータイゲームの様々な「遊び方」を体験して頂けるコーナーを準備しています。また、お客様にも参加していただ
けるステージイベントや対戦ゲームもご用意しておりますので、是非お気軽にKDDIブースへお越し下さい！

4-N7　　　ゲームテック
各種ゲーム機の周辺機器を数多く開発・販売してきたゲームテックが、今回初めてゲームショウに出展します！！弊社独自のユ
ニークで便利な製品をはじめ、高品質で信頼性のある任天堂ライセンス製品など、多数のアイテムを一堂に展示予定！また、ブー
ス内では、周辺機器の機能性や面白さを体験できるコーナーを用意しました。現在、開発中の新製品も展示予定！ゲームテックの
周辺機器を使用すれば、ゲームがもっと面白く感じるかも！？

4-N2　　　工房稲妻組
敵キャラクターから放たれた弾を、操作しているプレイヤーのペットキャラに食べさせてパワーアップ！ハラペコ横スクロールシュー
ティングゲーム「ぺこぱに～はらぺこぱにっく～」の発表と試遊会をします。そして、もう一本は新作ゲームのデモムービーです。「ぺ
こぱに」に登場するかわいらしいキャラクター達が、今度はシュミレーションゲームで大活躍。豊富なキャラクターとかわいらしい戦
闘画面にご期待ください。

1-C1　　　コーエー
アクションゲームの新作や話題のアドベンチャーゲーム「采配のゆくえ」、キッズ向けの新作ゲームなど、コーエーブースは今年も注
目作が目白押し！その他にも、競馬ゲームや人気のオンラインゲームラインアップなど、幅広いジャンルを出展しています。もちろ
ん、ゲーム大会をはじめとするさまざまなステージイベントも実施しますので、ぜひご期待ください！

3-N25　　　costy
新作ゲーム「ヨルユメノサクラ」のプロモーションムービーを公開します。

5-C1　　　KONAMI
KONAMIブースでは、PS3版、Xbox360版「ワールドサッカー ウイニングイレブン2009」、PS3版「メタルギア ソリッド ４」、DS版「幻想
水滸伝ティアクライス」、DS版「とんがりボウシと魔法の365にち」をはじめ、強力ラインナップを一挙公開します。また、豪華ゲストを
招いての「MGS4」、「幻想水滸伝」、「悪魔城ドラキュラ」のトークショーや、「メタルギア オンライン世界大会決勝戦」、「クイズマジック
アカデミーDS大会」などステージイベントも盛りだくさんです。是非、コナミブースへのお越しをお待ちしております。

・イベント名称： 特別課外授業　クイズマジックアカデミーDS　TGS杯
・日時： 10月12日(日)12:30～14:00
・出演者： 濱野理事長　他
・内容： 「クイズマジックアカデミーDS」を使用したクイズ大会を開催。濱野理事長をはじめとする豪華ゲストも登場予定。
 
・イベント名称： METAL GEAR ONLINE　WORLD CHAMPIONSHIP 2008決勝戦
・日時： 10月11日（土）　10:30～17:00（予定）
・出演者： 南明奈、アメリカザリガニほか豪華ゲスト
・内容： 世界各国で勝ち抜いてきたプレイヤー達が集結。ついに世界一のプレイヤーが誕生します！また、特別ゲストによるエキシ
ビジョンマッチも開催予定。
 
・イベント名称： METAL GEAR SOLID 4 ステージ（仮）
・日時： 10月9日（木）、10日（金）
・出演者： 未定
・内容： ゲストを招いてのトークショー。このステージでしか聞けない裏話や新情報の発表予定！

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 3/20



4-N1　　　G DATA Software
オンラインゲームに対応したPCセキュリティ対策ソフト、G DATA InternetSecurityを中心にご紹介。金銭や利益を目的としたマル
ウェアが激増しゲーマーが狙われていますが、本製品は「オートパイロット」機能を起動するだけで、面倒なファイアウォールの設定
なしに安心してオンラインゲームが楽しめるようになります。

・イベント名称： （追加イベント）人気オンラインゲームを使ったセキュリティ実演    （予定）
・日時： 10月9日～12日　11：30－14：00
・出演者： 瀧本往人、ほか
・内容： オンラインゲーマーの個人情報や財産を守るために必要なセキュリティ対策を具体的にお見せします。人気沸騰中のあの
オンラインゲームを長時間プレイしても安心です。

4-S1　　　シルバースタージャパン
今年も、あの“銀星シリーズ”がやって来る！
シルバースタージャパン・ブースでは、世界最強を誇る銀星シリーズ（囲碁、将棋、etc）を出展します。
PC・ケータイ・ニンテンドーDS・Wiiとあらゆるプラットフォームを用意しますので、様々な形で体験することが出来ます。
一般公開日では、アンケートにお答え頂き、10月23日発売予定の新作ゲーム「銀星テーブルゲームズWii」と対戦して勝った方に
「キーホルダー型デジタルフォトフレーム」をプレゼント。（※1日100名先着順です！）
また、週刊ヤングジャンプで大人気連載中でテレビドラマにもなった『ハチワンダイバー』のゲーム化が決定！その詳細の発表も行
います！この機会に是非“世界最強”を存分にご体感下さい！

4-S3　　　セガ
『龍が如く3』『428 ～封鎖された渋谷で～』『ファンタシースターZERO』『セブンスドラゴン』『風来のシレンDS2』『無限航路』などなど、
この秋から発売する注目のタイトルを多数展示しています。『ファンタシスターポータブル』の先行ダウンロードや『428』の体験版の
配布、豪華ゲストによる魅力溢れるステージイベントなど、話題満載です。今年のセガブースは業界NO.1のクォリティとタイトル数を
用意してお待ちしています。ぜひセガブースにお越し頂き、実際に体験してください。

6-S1　　　ソニー・コンピュータエンタテインメント
「プレイステーション ３」「プレイステーション・ポータブル」の発売前の最新ゲームや最新情報を展示。

台湾ゲーム館
3-N19 　　　Goldrock Inc
モバイル、携帯GAME、JAVA　GAMEやグラフィックなどを展示しております。当社は携帯ゲームを開発するの専門会社です。現在
は台湾の各大手電信業者と提携し、豊富な携帯ゲームサービスを提供しています、プログラムの言語変換やエンコードなども行っ
ています。日中や世界への携帯ゲーム開発に向け、パートナーを探しています。どうか我社のブースに来てください。

3-N19　　　ジョイマスター
ジョイマスター 株式会社は２００３年に設立し、株主はパソコンメーカーのエーサーや電気製品メーカーのベンキューなどを含んで
いる。
台湾最大の携帯ゲームのメーカーである。楽しいゲームの体験を提供することを目指して、国内及び海外とも携帯ゲームのサービ
スに専念している。提携の通信会社は台湾及び香港に広がっている。弊社は台湾での携帯ゲームを企画・開発・運営、良い品質、
面白く多元的ゲームを提供する大手である。国内と海外の品質の高い携帯ゲームを代理することも行っている。日本のGモードとサ
ミーネットワークスなど有名な会社も代理し、移植又は自力で新しい携帯ゲームを開発することもできる。
3N-19　　　M-etel Co., Ltd.
M-etelはTokyo Game Show 2008において2つのオンラインゲームを出展する。オンラインゲームを得意とするM-etelは、まず同社
初のオンラインカジュアルゲーム「Online MJ」を公開する。「Online MJ」は台湾ですでに確固とした成功を収めているオンラインの
マージャン及びポーカーゲームのプラットフォームだ。さらにM-etelは第4四半期にリリース予定の同社最新タイトル「Magice
Shadow Online」を公開する。

3-N19　　　WINKING ENTERTAINMENT CORPORATION
WINKING ENTERTAINMENTは中国から全世界に向けて、オンラインゲームの受託・自主開発、アートアウトソーシングなどの領域
を中心に十数年の経験があり、自社タイトルはもちろん、日本、韓国、北米を含む世界各国のビッグタイトルの開発も多く手がけて
きたゲームソフトメーカーです。今回のTGS2008では、新たなオンラインカジュアルスポーツゲーム《ファイティング サッカーOnline》と
中国の多くのユーザーから注目を集めている２Ｄ横スクロールＭＭＯRPG《天関戦記》の全２タイトルを出展予定です。TGSでしか体
験できない先行トライアルタイム、最新情報の発表など盛りだくさんの内容で皆様をお待ちしております。ぜひWINKING
ENTERTAINMENTブースへ足をお運びください。

6-C8　　　TATA ELXSI LIMITED
今回はじめて、インドが力を注ぎ、専門としているゲーム開発サービスを東京ゲームショウ2008で紹介します。インドのTata Group
の１つであるTata Elxsi Ltd（神奈川県川崎市）は、インドのゲームソフトサービスを紹介し提供します。
我々の革新的で創造的、しかもコストを抑えられるソリューションを東京ゲームショウで公開します。また日本のゲーム業界は、イン
ドでのテクノロジーやアート及び開発サービスのアウトソーシングの可能性を垣間見ることができるでしょう。Tata Elxsi Ltdは、これ
らのサービスをインドと結ぶ唯一の窓口です。
イベント実施予定   詳細未定

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 4/20



4-N8　　　ディー・エヌ・エー
ゲームショウ初登場！モバゲータウンブースでは、会場にて初公開となるマル秘新作タイトルをずらりとラインナップ。もちろん各タ
イトル試遊いただけます。「え、こんなゲームまで無料なの！？」という驚きと興奮に出会えること間違いなし。
また、モバゲータウン会員なら誰でも回せるガチャガチャをご用意。こちらでは様々な景品をゲットすることができますので、ぜひ事
前にモバゲータウンに無料登録してからご来場ください。目印はモバゆび風船！

・イベント名称： 東京ゲームショウ限定！オリジナルガチャガチャ
・日時： 終日（予定）
・出演者：
・内容： モバゲータウン会員なら誰でも参加可能。回すと様々な景品が出てきます。（数に限りがある場合がございますので、ご注
意ください）

・イベント名称： 「釣りゲータウン」ゲーム大会
・日時： 10月11日、12日
・出演者：
・内容： モバゲータウンの人気ゲーム「釣りゲータウン」を使って、多くの人が自分のケータイから気軽に参加できるゲーム大会を開
催します。もちろん豪華賞品をご用意！ケータイ片手にステージ前に集合して、大物を釣り上げよう！
 
・イベント名称： 「モバユーホー」ゲーム大会
・日時： 10月11日、12日
・出演者：
・内容： モバゲータウンで人気のレースゲーム「モバユーホー」のタイムアタック大会を開催！

・イベント名称： 「ステラメビウス」ゲーム大会
・日時： 10月11日、12日
・出演者：
・内容： モバゲータウンの新作シューティングゲーム「ステラメビウス」のスコアアタック大会を開催！

4-N5　　ディースリー・パブリッシャー
ディースリー・パブリッシャーブースでは注目ＲＰＧタイトルの「RIZ-ZOAWD」を中心に、人気ドラマをゲーム化した「ガリレオ」や、
「VitaminY」「幕末恋歌・新選組」などの乙女ゲームと、多彩なゲームを用意。もちろん低価格でお楽しみいただける「SIMPLEシリー
ズ」も多数出展いたします。また毎年恒例の「ラブ☆ライブ」や、豪華声優陣でお届けする乙女ゲームイベントも多数開催予定！　当
日は是非ディースリー・パブリッシャーブースにご来場ください！

・イベント名称：　ラブ★ライブ2008
・日時：　12日（日）　15:00～16:00
・出演者：後藤邑子
・内容：　人気声優・後藤邑子さんによるエンジョイ+エキサイティングなライブ＆トークショー！　後藤邑子さんの美麗な歌声はもちろ
んのこと、ここでしか聞けないような裏話が飛び出すかも？　さらに秘密のゲストも登場!?

・イベント名称：　こちら胸キュン乙女 Vol.1　『幕末恋華・新選組 DS』プチイベント＆新作タイトル製作発表
・日時：　11日（土）　11:45～12:15
・出演者
・内容：　11月に発売を控えた「幕末恋華・新選組 ＤＳ」のプチイベントを開催！　さらに新作タイトルの発表も！　乙女ゲームファン
は要チェック！ 豪華ゲストも登場予定です！

・イベント名称：　こちら胸キュン乙女 Vol.3　Ｖｉｔａｍｉｎシリーズ　Ｖｉｔａｍｉｎ補給イベント
・日時：　12日（日）　12:30～13:30
・出演者
・内容：　「VitaminY」の発売を記念して、Vitaminシリーズによるイベント開催が決定！　声優さんによるトークショーはもちろん、
Vitaminシリーズに関わる特別発表も飛び出すかも!?

・イベント名称：　はじめの一歩 ＤＳ　ＴＧＳ最強王者決定戦　in幕張メッセ
・日時：　11日（土）　12:30～13:15
・出演者
・内容：　幕張メッセで一番強いヤツは誰だ!?　12月発売予定の「はじめの一歩」最新作で、最強を決める戦いが始まる！　もちろん
闘いの勝者にはプレゼントを進呈！

・イベント名称：　おもいッきり！ Doki Doki クターショー ゲーム対戦！
・日時：　12日（日）　11:45～12:15
・出演者
・内容：　驚異の無表情キャラクター「クター」が今年も帰ってきた！　今度はクターとゲーム大会！　どんなゲームがでてくるかは会
場についてのお楽しみ！

・イベント名称：　RIZ-ZOAWD　クリエイター　トークライブ
・日時：　11日（土）　14:15～15:00
・出演者：崎元仁 なるけみちこ　麻生かほ里
・内容：　2009年1月1日発売となる「RIZ-ZOAWD」のクリエイターたちが幕張メッセに集結！　スタッフだからこそ話せる裏話を含め、
イベントならではの楽しみが盛りだくさん！　また主題歌を担当する麻生かほ里さんによるライブは必聴です！

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 5/20



6-C4　　　テイジイエル企画
ＰＳＰ新作タイトル『この青空に約束を―てのひらのらくえん』のグッズを配布します。

5-N6　　　テクモ
・イベント名称： イベント01
・日時 2009年10月9日(木)
・出演者： 未定です。
・内容： 詳細未定です。
 
・イベント名称： イベント02
・日時： 2009年10月10日(金)
・出演者： 未定です。
・内容： 詳細未定です。
 
・イベント名称： イベント03
・日時： 2009年10月11日(土)
・出演者： 未定です。
・内容： 詳細未定です。

・イベント名称： イベント04
・日時： 2009年10月12日(日)
・出演者： 未定です。
・内容： 詳細未定です。

 ・イベント名称： WarRock日本最強クラン決定戦2008 決勝ｽﾃｰｼﾞ
・日時： 2009年10月12日(日)　14:00～15:30（予定）
・出演者： Has-Key（仮）
・内容：　 ｵﾝﾗｲﾝﾐﾘﾀﾘｰｱｸｼｮﾝ「WarRock」で現在開催されている、WarRock日本最強クラン決定戦2008 の決勝戦を行います。

1-S1　　　トランスコスモス
「meet-me」とは、道路や住宅の区画などはカーナビと同等のデジタル地図データを使用し、現実世界の東京23区をインターネット
上でリアルに再現させました。街のシンボルとなる主要なランドマークは実在の建物を忠実に3D化、季節・天候・地価など日常生活
を構成する要素も現実とシンクロさせております。自らの分身となるアバターを操り、ネットワーク上の他のユーザーとの交流やアト
ラクション体験を楽しむ無料インターネットサービスです。ブースでは12台の試遊台をご用意して皆様のお越しをお待ちしておりま
す。現役グラビアアイドルと一緒に仮想空間の東京をデートできるコーナーもご用意しております。

・イベント名称：　meet-me Girls ラウンジ
・日時：　 10月9日終日　10月10日終日　10月11日終日　10月12日終日
・出演者：　meet-me Girls
・内容：　 東京ゲームショウ期間中、meet-meブースで現役グラビアアイドルと、仮想空間の東京を一緒にデートできます。

・イベント名称：　 meet-me Girls 撮影会
・日時：　 10月9日14:00　10月11日15:00　10月12日15:00
・出演者：　 meet-me Girls
・内容：　 東京ゲームショウ期間中、「meet-me Girls」として活躍している現役グラビアアイドルの撮影会を開催いたします。

・イベント名称：　 文望ライブイベント
・日時：　 10月9日12:30　10月12日12:30
・出演者：　 文望
・内容：　 8月20日にCDデビューし、meet-meの中でデビューイベントを行った文望さんのライブを行います。

3-N24　　　日経BP社
日経エンタテインメント！に掲載された東京ゲームショウ関連企画の特別編集版を配布いたします。出展ブースの見どころも掲載さ
れています。

5-N4　　　日本eスポーツ協会設立準備委員会
世界中に広がり大きな波となっているeスポーツの模様を収めた映像をご覧いただきながら、eスポーツ日韓戦の開催や、JESPAが
公認したeスポーツ日本代表選手を国際大会に派遣し、そのサポートをするなど、JESPA発足後、約2年近くに渡り取り組んできた
活動を紹介します。またJESPAの今後の活動予定にも注目です。

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 6/20



5-N2　　　ハドソン

Wii「はたらくヒト」をメインに、DS「桃太郎電鉄20周年」やWiiウェア「Tetris Party」など、注目のタイトルを多数プレイアブル出展いたし
ます。また、PCタイトルやモバイルコンテンツも出展。ステージでは、高橋名人や豪華ゲスト陣による紹介ステージやゲーム大会を
終日展開いたします。

・イベント名称： 「はたらくヒト」紹介ステージ
・日時： 10/9（木）、10（金）、11（土）、12（日）　時間未定　＊予定
・出演者： 未定
・内容： 高橋名人による「はたらくヒト」紹介ステージです。豪華ゲストの出演を予定しております。
 
・イベント名称： 「カラオケ JOYSOUND Wii」紹介ステージ
・日時： 10/9（木）、10（金）、11（土）、12（日）　時間未定　＊予定
・出演者： 未定
・内容： 高橋名人による「カラオケ JOYSOUND Wii」紹介ステージです。豪華ゲストの出演を予定しております。
 
・イベント名称： 「Tetris Party」紹介ステージ
・日時： 10/10（金）、11（土）、12（日）　時間未定　＊予定
・出演者： 未定
・内容： 高橋名人による「Tetris Party」紹介ステージです。豪華ゲストの出演を予定しております。
・イベント名称： 「萌える麻雀 もえじゃん!」紹介ステージ
・日時： 10/12（日）　時間未定　＊予定
・出演者： 未定
・内容： 高橋名人による「萌える麻雀 もえじゃん!」紹介ステージです。豪華ゲストの出演を予定しております。
 
・イベント名称： 「ボンバーマンオンラインJAPAN」紹介ステージ
・日時： 10/9（木）、11（土）　時間未定　＊予定
・出演者： 加藤夏季（11日）　＊予定
・内容： 「ボンバーマンオンラインJAPAN」のゲーム大会です。9日はメディア対抗戦、11日はボンバーマンワールドカップ2008決勝
大会を開催します。豪華ゲストの出演を予定しております。

6-N1　　　バンダイナムコゲームス
今年のバンダイナムコゲームスブースは、「バンダイ」「ナムコ」「バンプレスト」の強力３レーベルそろって出展します。
「遊びを通じて世界中の人々に感動と豊かで楽しい時間を提供する」という企業ビジョンのもとに、バラエティ豊かなゲームソフトを
取り揃えました。
人気キャラクターや、個性的な遊びを追求した新作ゲームの体験試遊はもちろんのこと、ブース内ステージでは、様々なステージイ
ベントを予定しています。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

・イベント名称： NAMCO BANDAI Games: Overseas Press Hour
・日時： October 9th, 2008 (Thu) #1: 11:30AM～12:30PM; #2: 13:30PM～14:30PM at our booth.
・出演者：
・内容： Don’t miss our stage event for overseas press where we will introduce new trailers plus our exciting 2008/2009 line-up!
Please join us at our booth! Press kits will be available only during this event.
 
・イベント名称： NAMCO BANDAI Games: Overseas Press Day
・日時： October 10th, 2008 (Fri) All day at our booth
・出演者：
・内容： Located near the stage area at our booth, our exciting 2008/2009 line-up will be available for hands-on time. Interpreters
will also be available to assist in the kiosk area. Do not miss this opportunity!
 
・イベント名称： 各種ステージイベント実施予定
・日時： 10月11日（土）・10月12日（日）
・出演者： 未定
・内容：  未定
3-N23　　　The Behemoth
The Behemoth は、ゲーム業界に技術と独創性を取り戻すという数人の筋金入りのゲーマーによって設立されました。我々のビデ
オゲームはIGF Audience Award (2005、2007)、Innovation in Visual Art (2005、2007)、Technical Excellence (2005)を含む、多くの賞
を受賞しました。　弊社の最初のタイトルである、Alien Hominidはウェブベースのプロトタイプから、一流のビデオゲーム機へと成長
を遂げ、今ではXbox 360のライブアーケードで入手できます。　次に受賞履歴のあるタイトルは、Castle Crashersです。IGNや
GameSpotによると、2008の最も期待されているXbox Liveライブアーケードの一つです。

6-C9　　　Vuzix Corporation
Microsoft Flight Simuratorシリーズ、セカンドライフなど対応ソフトをiWear 3Dという独自技術で専用ビデオボードがなくても弊社のメ
ガネ型ディスプレイで３Dプレイできます。
また、Wiiリモコンのような追跡トラッキング機能を加速度センサーをディスプレイに内蔵することで実現させ、自分の向いたほうに
ゲーム画面が連動します。
昨年に引き続き、東京ゲームショウにて新商品の発表を予定しています。ゲームの中に入ったような感覚になるディスプレイを是非
ご体験ください。

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 7/20



3-N29　　　FUZZYEYES STUDIO PTY LTD
株式会社 FUZZYEYES（本社：オーストラリア・ブリスベン、CEO：Wei-Yao Lu）は世界最大のゲームの祭典である「東京ゲームショウ
2008」にて、最新作品の「エッジ・オブ・トワイライト」のデビューキャンペーンを開催致します。デビューキャンペーン限定の携帯シー
ルは自社ブース来場者に配布致します。携帯シールについているバーコードで、無料壁紙と着メロをダウンロードすることができま
す。ゲームのプロモーションムービーとプレイムービーもこの祭典にて初公開致します。報道関係者に自社ブースにて取材案内を
行う予定をしており、下記のとおり最新作品の発表会を開催したいと存じます。
《取材案内概要》
日時： 10月9日（木）～　10月12日（日）　4日間
各日　2回（11:00～11:30／14:00～14:30）
場所： 東京ゲームショウ　幕張メッセ
海外パビリオン　３ホール　N-29 (ブース番号)

6-C10　　　プラネックスコミュニケーションズ
PSPなどゲーム機の通信機能をインターネット経由で利用し、人気ゲームタイトルをオンラインで楽しむことができるソフトウェア
『XLink Kai』。XLink Kaiを使うことで、離れた場所にいるプレイヤーと好きな時に協力・対戦プレイを楽しむことができます。ブースで
は日本向けにTeam XLinkと共同開発した『日本語版XLink Kai』をご紹介。PSPとXLink Kaiを使っての体験デモや設定方法の説明、
推奨製品のご案内など『XLink Kai』に関するさまざまな情報を集めてお待ちしています。さらにご来場いただくともれなく『日本語版
XLink Kai』CD-ROMをプレゼントいたします。

1-S1　　　フロム・ソフトウェア
「Emotion in ACTION」を合言葉に、ゲームの楽しみ方の原点である「触って動かすことの面白さと感動」をテーマに提案いたしま
す。体感する本格忍者アクション「天誅4」や、ダイナミックな映像が大画面シアターで堪能できる「NINJA BLADE」など、フロム・ソフト
ウェアがおくる究極のアクションゲームを数多くラインナップ。さらに出展タイトルは全て試遊可能なプレイアブル出展を予定。大迫
力のスクリーン＆ステージなど、多彩な映像装置と空間演出で感動のエッセンスを「動き」と共に具現化いたします。また3D仮想空
間メタヴァース「meet-me」（トランスコスモス）も併設出展。

・イベント名称： 天誅　クリエイターセッション
・日時： 10/11（土）　12：00～13：00　予定
・出演者： 金山圭輔（アクワイア）、朝倉紀行（メガアルファ）、他
・内容： 発売を間近に控えた天誅4の魅力をトークショウ形式でおくるステージイベント。
ここだけの開発秘話や初出し極秘映像の上映も予定。
 
・イベント名称： NINJA BLADEシアター
・日時： 全日
・出演者：
・内容： 大画面のクローズドシアターを常設。
迫力ある映像と音響設備でハイクオリティのシネマティックアクションを堪能することができます。
ここだけのTGS特別バージョン映像を上映予定。
 ・イベント名称： NINJA BLADE　クリエイターセッション
・日時： 10/10（金）　14：00～15：00
・出演者： 開発プロデューサー、他豪華クリエイターゲスト予定
・内容： シネマティックアクション「NINJA BLADE」の魅力をプレゼンテーション形式でおくるステージイベント。
豪華クリエイターが一同に集結するトークステージ。
主題歌「beanstalk」を歌う、アーティスト小柳ゆきのスペシャルライブステージも予定。

・イベント名称： 新作ソフト発表会
・日時： 10/9（木）13：00～14：00、15：00～16：00　　10/10（金）12：00～13：00、14：00～15：00
・出演者： 開発プロデューサー
・内容： 初公開新作ゲームタイトル発表会
 
・イベント名称： アーマード・コア　フォーアンサー　POWER PLAY
・日時： 10/11（土）16：00～17：00　10/12（日）16：00～17：00
・出演者： なし
・内容： ハイスピードメカアクション「アーマード・コア　フォーアンサー」を迫力の270インチスクリーンで
楽しめる試遊イベント。敵巨大兵器アームズフォートが桁違いの強さで登場します。
難易度を大きく引き上げ、超高難度の強さを体験してください。２人協力プレイを楽しむことができる
ここだけのTGS特別バージョン。

北京パビリオン
3-N22　　　Beijing Six Rooms Technology Co.,Ltd.
フリーオーディオビデオを顧客要望の最高のベンチマークとして公表致します。

3-N22　　　Beijing Sntaro Tech Co.,Ltd
最新のゲームソフトウェアUU onlineはオンラインRACゲームです。Sntaro Techによって提供されたサービスはインタラクティブエン
ターテイメントの様々な分野をカバーしています。
メインビジネスはオンラインゲームのデザインやオペレーション、ゲームプロジェクトへの協同や投資、付加価値の付いたワイヤレス
ビジネス、またその他のインターネットプロダクトです。Sntaro Techはこれからも我々の強みであるスペシャルでクオリティの高いデ
ジタルインタラクションサービスを顧客に提供します。

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 8/20



3-N22　　　Beijing Xnetsoft Inc.
iHamは可愛らしいハムスターの成長を描いたオンラインゲームです。このゲームは2つのニンテンドーDS人気ゲームNintendo Dog
とHamsterz Lifeに類似してますが、iHamはオンラインPCゲームです。プレイヤーは自分が育てるペットを選び、血統を買うことがで
きます。ペットは最初はとても小さいですが、プレイヤーによって育てられ、躾けられます。ペットは頭がよく、それぞれの個性を持ち
合わせています。プレイヤーはたくさんのミニゲームを楽しむことができます。それらのミニゲームの結果次第でプレイヤーはペット
へのフードやギフトなど報酬が得られます。

3-N22　　　The Object Software group
Myths & Heroes/TianjiaoはTianjiao / World of Qin seriesの3D MMORPGです。
Talesは大スケール城の包囲の中で、チャレンジとチームワークを必要とする3D MMORPGです。Metal Knight ZEROは近未来(2010
年～2020年)を舞台とし、モダンハイテクで武装した軍隊で戦うFPSゲームです。

3-N22　　　Tengren Information Technology Co., Ltd
World of Kungfu: 東洋のファンタジーバックグランドを描いたフル3D MMORPGです。キャラクターのデザインは日本の有名アーティ
スト Ms. Senri Kitaによって作られました。すでに世界の10地域で発売されています。
Loong: 世界中で有名なトーテムを描いたフル3D MMORPGです。すばらしいグラフィック効果を備えたLoongは2008年で最も期待さ
れるオンラインゲームになるでしょう。
Crazy Party:今までにない、新しいタイプカジュアルゲームです。プレイヤーは優れたサウンド効果と豊富なゲームコンテンツをお楽
しみ頂けます。

2-S1　　　マーベラスエンターテイメント 
マーベラスエンターテイメントブースでは、Wii『アークライズ ファンタジア』、DS『アヴァロンコード』をはじめとする話題作・意欲作をプ
レイヤブルで出展いたします。オリジナル作品をズラリと揃えた充実の試遊台で、発売前の作品を体験してみてください。また、ブー
ス中央に設置されたステージでは、豪華出演者が目白押しのステージイベントが連日行われますので、こちらもお見逃しなきよう。
さらに、隠し玉として未発表タイトルの緊急発表も予定しています！

・イベント名称：　ＭＭＶ　新作発表会
・日時：　9日
・出演者：
・内容：　『アークライズ ファンタジア』など今回のＴＧＳで初お披露目となるMMV新作群を各クリエイターが登壇しご紹介いたします。
さらに本邦初公開となるサプライズタイトル＆スペシャルゲストも！

・イベント名称：　MMV Overseas Media Event
・日時：　9日
・出演者：
・内容：　海外プレスを対象にＭＭＶの海外戦略を世界に発信するインターナショナル・カンファレンスです。シークレットゲストとして
あの天才クリエイターも登場、全世界待望の発表が…!?

・イベント名称：　家庭教師ヒットマンREBORN！「死ぬ気で声優ゲームバトル！」
・日時：　11日、12日
・出演者：
・内容：　ＭＭＶブース恒例、『家庭教師ヒットマンREBORN!』の豪華メインキャストが連日登場。面白トークのほか各キャスト対抗の
ゲームバトルを繰り広げる！

・イベント名称：　アヴァロンコード「ステージライブ＆声優トークショウ」
・日時：　11日、12日
・出演者：　矢住夏菜、ほか
・内容：　世界を書き換え、戦う預言書ＲＰＧ『アヴァロンコード』のスペシャルステージ。豪華キャストを迎えたトークショウのほか、主
題歌を歌うアーティスト・矢住夏菜の熱いボイスがステージを盛り上げる！

・イベント名称：　ルミナスアーク　ドリームキュア「ルミナスあーくの秘密協会　inTGS2008」
・日時：　11日
・出演者：　今井麻美、ほか
・内容：　『ルミナスアーク』を継承する新作ケータイゲーム『ルミナスアーク  ドリームキュア』の発表を記念し、WEBラジオが一日限り
の大復活！　メインパーソナリティの今井麻美さんによる過激トークに注目！

・イベント名称：　ルーンファクトリーフロンティア「声優トーク＆ゲーム体験ショウ」
・日時：　11日
・出演者：
・内容：　Wii『ルーンファクトリーフロンティア』に出演している豪華声優陣が駆けつけ、トークショウを繰り広げます！手に汗握る、対
戦型企画も予定しています。

・イベント名称：　東京魔人學園10周年記念　「東京魔人學園放送部　公開録音SPECIAL」
・日時：　12日
・出演者：
・内容：　メ～テレケータイサイトで好評オンエア中のWEBラジオ「東京魔人學園放送部」の公開録音ステージ。10周年の今年、ス
テージで何かが起こる…!?

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 9/20



・イベント名称：　純情ロマンチカ「TGS特別ライブ」
・日時：　11日
・出演者：
・内容：　PS2『純情ロマンチカ ～恋のドキドキ大作戦～』のステージ。アニメの主題歌を担当するアーティスト達が、熱いライブを繰
り広げます！

・イベント名称：　スペシャルライブステージ「MMVGAMESスペシャルライブ2008」
・日時：　12日
・出演者：
・内容：　TGS2008ステージのラストを飾るのは、マーベラスゲームにゆかりの深いアーティストたちの熱いライブ。グランドフィナーレ
にふさわしい豪華ゲストが集結！

・イベント名称：　アークライズ ファンタジア「PREMIUM ステージ」
・日時：　12日
・出演者：
・内容：　Wii『アークライズ ファンタジア』の豪華声優陣によるトークショウ。見どころたっぷり、開発中の秘蔵映像も披露される、プレ
ミアムなステージ。

・イベント名称：　緊急特別企画「ＭＭＶ クリエイタートークバトル2008」
・日時：　12日
・出演者：
・内容：　マーベラスエンターテイメントゆかりのクリエイターが集合！　ここでしか聞けない過激＆まったりトークが展開…!?

4-N3　　　モリゲームズ
クリアなボイスチャット機能を使ってゲームを楽しむDS用ソフト「ゲームをしながら会話を楽しむ！ボイスチャットＤＳ」を専用試遊台
を使って展示します。実際にボイスチャット機能を体験できます。
当社オリジナルの任天堂アクセサリーを一堂に集め展示しております。また、新製品・企画中アイテムもリリース予定。

4-S2　　　ユードー
◆◆世界へユードーの奏でる音楽ゲームを！！◆◆
今年、ユードーの真価である、人と世界を繋げるコトバ『音楽』をメインとしたコンテンツを出展。
世界で1000万人が熱狂する音楽ゲーム市場に、ついに音ゲーの始祖、南雲玲生がまったく新しいカタチの音楽ゲームを投入！！
Wiiで海外配信も予定している『Aero Guitar』を中心に、Aeroシリーズの最新作を発表します。
ブースでは、試遊台にて実際に演奏が可能です。
■TVや雑誌などのマスコミ方の取材をお待ちしております。
【実施内容】
　　■開催日時：  全日程　常時
　　■実施内容：　好評配信中のAero Guitar体験会

・イベント名称： Aero Guitar for Wiiゲーム大会
・日時： 10月11～12日　各日　第一回11:00～12:00　第二回14:00～15:00
・出演者： 南雲玲生
・内容： 好評配信中のAero Guitarのスコア大会を実施致します。
こちらの指定する楽曲をプレイして頂き、上位入賞者には豪華賞品をプレゼント！
詳細は、Aero Guitar公式HPにて。

5-Ｓ1　　　レベルファイブ
今年のレベルファイブは、「レイトン教授」シリーズ第三弾「レイトン教授と最後の時間旅行」を含む新作タイトルを続々出展いたしま
す。ブースでは新作ソフトを楽しんで頂ける試遊台コーナーだけでなく、本邦初公開となる未公開映像を放映するクローズドシア
ターなど様々な出展物で皆様をお待ちしております。「東京ゲームショウ2008」レベルファイブブースにぜひご期待下さい！

・イベント名称：  未定
・日時：  10月9日（木）～10月12日（日）　10：00～17：00の間、毎時2回程度
・出演者： 未定
・内容：  クローズドシアター内での大型スクリーンによる、新作タイトルの紹介や未公開映像の放映を実施。

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 10/20



【モバイルコンテンツコーナー】
4-Ｃ9　　　アンビション
大人も子供も気軽に入れるブースをコンセプトとして、出展タイトルであるネバーワールドオンライン、ワールドアイスランジスタ、ア
ンビションヴィレッジ各ミニゲームのタッチ＆トライコーナーを設けます。またブース内ステージを利用した各ゲームに関連した大型
イベントを順次行います。また、ネバーワールドオンラインのゲーム内キャラクターがアンビションブースに登場します。その他、アン
ビションヴィレッジのアバターキャラをイメージしたフィギュアを３体を使用した立体模型の展示会を行います。

・イベント名称：　ヴィレッジバトルトライアル「レッツ、ポコポコパニック!!」
・日時：　・2008/10/11　11:00～11:15、14:15～14:30　　　・2008/10/12　※11日と同時間
・出演者：　ブース来場者、コンパニオン
・内容：　「アンビションヴィレッジ」ミニゲーム「ぱにっくでゅお」のおばたんぱにっくを利用して、コンパニオンと得点を競い合うバトル
トライアルゲームです。賞品として、ネバーワールド最新書籍をプレゼント致します。

・イベント名称：　ジーコロンへ質問！！
・日時：　・2008/10/11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・2008/10/12
・出演者：　特に無し
・内容：　「ネバーワールドオンライン」内に登場するNPCキャラクター「ジーコロン」と仲間達によるユーザーアンケートで集まった質
問に順次回答していくユーザー参加型ゲーム連動企画を開催します。

・イベント名称：　目指せ全問正解！ネバーワールド検定　ネバーワールドオンライン×毎日、検定くんコラボレーションイベント
・日時：　・2008/10/11　12:00～12:15、15:00～15:15　　　・2008/10/12　※11日と同時間
・出演者：　ブース来場者
・内容：　検定作成メーカー「毎日、検定くん」を使用したネバーワールド検定イベント開催します。出題される問題はネバーワールド
に関連したゲーム知識を始めとした様々な内容の問題が出題されます。

・イベント名称：　ネバーワールドキャラクター撮影会
・日時：　・2008/10/11　10:30～10:45、12:15～12:30、15:15～15:30　　　・2008/10/12　※11日と同時間
・出演者：　コンパニオン
・内容：　ネバーワールドオンラインキャラクター「ジーコロン」と「飴玉姉さん」に扮したコンパニオンとの撮影会です。

・イベント名称：　アンビションブースコンパニオンカメラセッションタイム
・日時：　・2008/10/11　11:30～11:45、13:45～14:00、16:45～17:00　・2008/10/12　※11日と同時間
・出演者：　コンパニオン
・内容：　アンビションブースのコンパニオン達との撮影会です。

※16:45～17:00は、コンパニオン全員集合となります。

・イベント名称：　ヴィレッジバトルトライアル「直感ロールシェイク」
・日時：　・2008/10/11　13:00～13:30、16:00～16:30　　　・2008/10/12　※11日と同時間
・出演者：　ブース来場者、コンパニオン
・内容：　東京ゲームショウ直前にリリースされる、直感系アプリ「ロールシェイクスケート」を使用したコンパニオンとの対戦イベント
です。

4-C4　　　クリエイティブ・ブレイン
iモードを中心に携帯向けゲームコンテンツの紹介を行います（試遊可能）。

4-C10　　　KEMCO
今秋のケムコラインナップを一挙公開！！
最新タイトルから超目玉タイトルまで、ブースに勢ぞろいします！
ブースでは実機で体験していただけますので、ぜひご来場ください。

4-C6　　　シールズ
英語ゲームズを中心としたFlashゲームを展開しています。
当日、オンラインにてパスワードと簡単なアンケートに答えると、無料ゲームのダウンロード配布を予定しています。

4-C8　　　スパイシーソフト
スパイシーソフトが運営する「アプリ★ゲット」の『クリエータ様』と『ユーザ様』との祭りをするブースです。ドコモのランキングで1位を
取った「チャリ走」や累計1,000万ダウンロードを記録した「糸通し」などを作った個人のクリエータ様と会うことができます。普段接点
のないユーザ様とクリエータ様の交流の場を設け、ユーザ様は率直な感想をクリエータ様に伝えることができ、クリエータ様は「遊ん
でくれてありがとう！」という感謝の気持ちをユーザ様に伝えることができます。ブースではゲーム大会などを行い、ユーザ様はその
場でレビューを書くことができます。アプリはもちろん遊び放題。一番盛り上がるモバイルブースを目指します。

・イベント名称：  アプリ大会
・日時：  両日
・出演者： ユーザ様と人気アプリ配信クリエータ様
・内容：  人気アプリでハイスコアを競います。クリエータ様がゲームの説明をして、ユーザ様はプレイしたあとに感想を壁に張り出し
ます。記念品もプレゼントしています。
 
・イベント名称：  記念撮影
・日時：  未定
・出演者： 人気アプリ配信クリエータ様
・内容：  普段接することのないユーザ様、クリエータ様、アプリ★ゲット運営者と一緒に記念撮影をします。

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 11/20



4-C2　　　チェリークォーツ
基本無料のボイス付き乙女ゲーム『ラブマジ』ブースでは、ゲームの試遊と、新規登録者＆既存登録者の方々にTGS限定プレゼン
トをご用意しております！

4-C1　　　Chiralion Ltd
Chilarion LtdはAquatic Ambience™の開発を紹介します。Aquatic Ambience™は、従来の冒険ゲームで、一般ゲーム及びNokia N-
Gage™やApple iPhone™をはじめとするモバイルプラットフォームのカジュアルプレーヤーをターゲットにしています。Aquatic
Ambience™は、プレイヤーを美しい水の中まで連れていったり、サンゴ環礁の魚の学校を保護したり、池の中の植物の成長環境を
改善するなど、それぞれのレベルでチャレンジ精神を刺激します。このゲームは自然をテーマに、ノーバイオレンス、リラックスそし
て息を呑むほどすばらしいグラフィックを提供し、カジュアルプレーヤーを惹きつけます。

4-C3　　　メディア・マジック
メディア・マジックブースでは携帯公式サイトの掲示板監視・管理ツール『コミュニティキーパー』を出展！また、コンテンツマネージメ
ントシステム「ケータイスタジオ」で製作した『新世紀エヴァンゲリオン』等の待ち受けサイト『エヴァ&アニメi（@）GAINAX』を展示！◆
ヱヴァンゲリヲン新劇場版◆フラッシュ待ち受けなどのコンテンツや、好評配信中のアプリも遊べます！
好評上映中の『天元突破グレンラガン 紅蓮篇』のゲームショウ限定ＰＶも上映中！更に来場者限定のプレゼント+αや、アプリの無
料体験コーナーも実施します！
ぜひとも遊びに来て下さい！皆様のご来場を心よりお待ちしております☆

４－Ｃ５　　　ライドオンジャパン
ライドオンジャパンでは、今年イチオシの今秋～冬配信予定の新作タイトル『不思議の国の酒場２』（３キャリア対応予定)の展示をし
ます。また、好評配信中の不思議の国シリーズを含め、今秋配信予定の新作タイトルを一挙公開します！プレイアブル端末も複数
ご用意しますので、皆様のご来場をお待ちしています。

【PCオンラインゲームコーナー】
2-N4　　　ai sp@ce 3D生活空間サービス
当ブースでは、新感覚の ３Ｄコミュニケーションサービス　“ ai sp@ce ”を、より判りやすく体感していただく為に、試遊機を２台ご用
意して皆様のお越しを心よりお待ちしております。
スタッフが“ ai sp@ce ”について、その概要～プレイ方法等を簡単にガイドしつつ、ビジネスモデルとしたシステム販売も可能ですの
で、興味をお持ちの方につきましてはご相談もお受けいたします。

2-N1　　　イマ・グループ
イマ・グループオリジナルコンテンツ　『ハンバグイ』　『Ｐａｃｏｏ』　のゲーム化計画進行中。今回はこれらの作品のプロモーション
ムービーのご紹介と登場キャラムービーをご紹介します。また、弊社では、ゲーム内で使用する　２Ｄアニメーションムービー　３Ｄア
ニメーションムービー　の製作を請け負うこともできますので、ぜひご来場いただき、ブースにお越しください。

2-N1　　　サーファーズパラダイス/イマ・グループ
PC/携帯で楽しめるゲーム融合型SNSの第1弾「紅炎のソレンティア」、第2弾「カレイド恋歌」の展示と、第3弾となる新作「Habitable
Zone」を発表予定。またグループ会社で作成した2D、3Dのプロモーションアニメの展示を行います。ミニライブなどのイベントも予
定。

・イベント名称：　『紅炎のソレンティア』ドラマCD発表記念
・日時：　10/11または12予定
・出演者：　齋藤ヤスカ
・内容：　『紅炎のソレンティア』ドラマCDの発表記念として、齋藤ヤスカによるトークショーなどを予定

・イベント名称：　遊女ミニライブ
・日時：　10/11を予定
・出演者：　遊女（ゆな）
・内容：　カレイド恋歌テーマソングを歌うアーティスト「遊女」のミニライブ。（40分前後の歌唱とトークで構成）

2-N9　　　サイバーステップ
・ゲームショウ期間中、素敵なプレゼントが当たる『くじ引き大会』開催
※高級マウス、ゲームパッドなど豪華商品が当たるチャンス！もれなく、サイバーステップのタイトルの『マンガ本』が貰えます（先着
制ですので、数がなくなり次第終了致します。）
・サイバーステップ新規オンラインゲームタイトル『コズミックブレイク』、『GetAmped2』の展示
・ハチャメチャ対戦格闘『ゲットアンプドDS（仮称）』の試演、体験版の配信

2-N7　　　シーディーネットワークス・ジャパン
シーディーネットワークス・ジャパンは韓国のContent Delivery Networkマーケットにおいてトップクラスのシェアを誇る「デジタルコン
テンツ配信のリーディングカンパニー」です。グローバル展開をはじめ、大容量ファイルのダウンロードや動画配信、GMサポートから
コミュニティ監視まで、運営・運用について不満や悩みを抱えておられる事業者様は必見です。また、インターネットのライブ配信で
おなじみゲーム情報番組「ゲッチャ」は放送開始から7年目を迎え益々絶好調。オンラインゲームを扱う「ネットゲッチャ」も新しく始ま
り参加者も増えております。今回はPCオンラインゲームコーナーのステージから公開収録を予定。皆様の参加をお待ちしておりま
す。

2-N5　　　デルガマダス
延べ登録人数1,000万人、売上総額260億円を記録し、現在もその記録を伸ばし続けているオンラインRPG「ストーンエイジ」の第二
弾！「StoneAge2」が正式サービスをスタート！日本製のオンラインゲームとして今後世界各国での展開が予定されています。女性
ユーザーの比率が50％近くあるユニークなオンラインゲームです。

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 12/20



2-N10　　　バサラ
仮想空間システムのプラットフォームMetaGate（メタゲート）を展示します。XMLを利用した仮想空間アバターチャットシステムです。
PC版と携帯アプリ版があり、それぞれで同じ仮想空間を共有できます。体験型広告や課金コンテンツ、リアルタイムコミュニケーショ
ンツールとしてなど幅広い範囲での利用が可能です。

2-N3　　　フェイス
株式会社フェイスからは、キャラクターの着せ替えが楽しい、無料のオンラインゲーム「ローズオンライン」を紹介します。ローズはオ
ンラインゲームには珍しく、「完全国内自社開発」という運営スタイルを取っており、企画からデザイン、開発、運営までの全てを自分
達の手で行っています。また特徴といえば、６０００を超える多彩なアイテムで着飾れるキャラのカワイさ！　このせいか現役女性
ユーザーが３割を超えます。当日はローズのカワイイ衣装を着たミューズちゃん達が、素敵なアイテムが必ずもらえるグッズを配布
するので是非遊びに来てくださいね。

2-N2　　　マイクロビジョン
ViZiMOはマイクロビジョンが、5年前より構想し自社開発のエンジンと物理エンジンを統合させて生み出した開発中の自社プロジェ
クトです。
現実に近いリアルな動きをするバーチャル空間を、無償提供している3D空間作成ツール「ViZiKiT（ビジキット）」で簡単に創ることが
できる新しいコミュニケーションサービスです。
積み木感覚でバーチャル空間を創り、創った作品「ViZiルーム（ビジルーム）」は専用SNSに投稿して公開することができます。
創った作品は、アバター「ViZiキャラ」を使って複数同時プレイ（最大8名）で遊ぶことが出来ます。
会員登録・基本機能の利用は無料。詳しくは　http://vizimo.jp/

【キッズコーナー】
8-N4　　　NTTドコモ
ドコモブースでは、お子様にお楽しみいただける企画をご用意しておりますので、是非お立ち寄りください！！

8-C5　　　エレクトロニック・アーツ
「ぼくとシムのまち」シリーズ最新作「ぼくとシムのまち　キングダム」のWii版とNDS版を出展。キッズコーナーのステージイベントだけ
でなく、ブース内でもイベントを予定していますので、多くの方のご参加をお待ちしております。

・イベント名称： 「ぼくとシムのまち キングダム」キャラクター写真撮影会(仮)
・日時： 10/11、12
・出演者： 未定
・内容： 未定

8-C1　　　KDDI
KDDIブースでは、親子で遊べるケータイゲームや話題のゲームを展示しています。是非お気軽にKDDIブースへお越し下さい！

8-N5　　　コーエー
今年のコーエーもキッズ向けのタイトルをラインナップ！みんなでわいわい楽しめるゲーム大会なども実施予定ですので、ぜひお立
ち寄りください。

・イベント名称：　「モンスター☆レーサー」ゲーム大会
・日時：　11日 13:50～14:30／12日 15:50～16:30
・出演者：
・内容：　キッズステージにて、「モンスター☆レーサー」のゲーム大会を行います。

8-C4　　　セガ
セガのキッズコーナーでは、計6タイトルを出展いたします。セガからは『かいておぼえる ドラがな』（NDS）、『ソニック ワールドアドベ
ンチャー』（Wii）、『サンバ DE アミーゴ』（Wii）、ディズニー・インタラクティブ・スタジオから『超化石モンスターバトル ゲキトツギャラク
シー』（NDS）、『ディズニー・シンク 早押しクイズ』、THQジャパンから『ブロブ：カラフルなきぼう』と魅力あるタイトルを多数出展いたし
ます。

8-C9　　　ソニー・コンピュータエンタテインメント
プレイステーション ３専用ソフトウェア「リトルビッグプラネット」を試遊出展。

8-C10　　　ディースリー・パブリッシャー
ディースリー・パブリッシャーキッズブースでは、パトカーや救急車など、10種類以上のはたらく乗り物の運転が体験できる「のりもの
王国ＤＳ　～ＹＯＵ！運転しちゃいなよ！～」や、100種類以上のお菓子作りが楽しめちゃう「森のカフェテリアDS　おしゃれなカフェレ
シピ」を出展。どちらもタッチペンを使った直感操作で、小さい男の子も女の子も気軽に遊べちゃう！　ゲーム好きなキッズはディー
スリー・パブリッシャーブースに集まれ！

8-C13　　　フロム・ソフトウェア
パニクらなければ、誰でもできるプレッシャーゲーム、ロンＱ！ハイランドへようこそ！
簡単なものでも思わずパニックになってしまうミニゲームがたくさん詰まったロンＱ！ハイランド ｉｎ ＤＳ。日本テレビ系で毎週日曜日
16：55から絶賛放送中（一部地域を除く）のお笑いコンビ、ロンドンブーツ１号２号が司会を務める人気バラエティ番組がついにＤＳ
のゲームになって登場。ロンＱワールドを再現したプレッシャーゲームにチャレンジしよう！！

・イベント名称： 遊んでＧＥＴ！　ロンＱ！ＤＳオリジナルシール    （予定）
・日時： 10/11（土）～12（日）
・出演者： なし
・内容： ロンＱ！ＤＳを遊んで、見事にクリアすると、オリジナルシールをプレゼント。
シールの数には限りがございます。規定数を超えた時点で配布は終了させていただきます。

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 13/20



8-C8　　　マーベラスエンターテイメント
Wii『牧場物語 わくわくアニマルマーチ』をプレイアブル出展いたします。オリジナルグッズのプレゼントもあります。

8-N1　　　レベルファイブ
レベルファイブブースでは「体験・体感」をテーマに、お子様にも楽しくゲームで遊んで頂けるよう試遊台コーナーを用意しました。
ご来場の皆様に楽しんでいただける空間をお作りしてお待ちしております。是非レベルファイブブースへお立ち寄りください。

【ゲームスクールコーナー】
7-C7 　　　アーツカレッジヨコハマ
ゲームプログラム、ゲームCG、キャラクターデザイン、Webクリエイター。４つのクリエイティブコースを展開する横浜の専門学校アー
ツカレッジヨコハマです。今年も学生による学生作品の展示を意欲的に行ってます。ゲームをプレイしてくれた方には素敵なプレゼ
ントを用意。数に限りがありますのでお早めに。

7-C2　　　麻生情報ビジネス専門学校
本校は福岡県内３つの都市に１２校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です。本校のゲームショウ出展は今
年で６年目になります。ゲームプログラマを養成する学科ではＣ言語やＣ＋＋言語、Ｊａｖａ言語を使い、３Ｄゲーム作品制作演習を
おこなっており、ゲームショウへの出展は演習時の大きな目標にもなっています。今回もその作品の中からコンペを勝ち抜いてきた
選りすぐりの作品を展示しています。もちろん体験プレイも出来ますので、どうぞご覧ください。

7-C16　　　穴吹カレッジグループ
Welcome！私たち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。今年は、穴吹コン
ピュータカレッジ（香川県高松市）、穴吹情報公務員カレッジ（徳島県徳島市）、穴吹情報デザイン専門学校（広島県福山市）、穴吹
デザイン専門学校（広島県広島市）以上４校の在校生作品を中心に展示します。昨年とは一味違うゲームやムービーおよびポス
ターなどを厳選しています。穴吹カレッジグループ（anabuki college group）のブースに、どうぞお立ち寄りください。

7-C11　　　ＥＣＣコンピュータ専門学校
ＥＣＣコンピュータ専門学校ゲームカレッジ（大阪市）はゲーム業界へ多数の人材を輩出する、大阪府認可の専修学校です。今回は
約１０００名の学生から選ばれた、ゲーム作品（３ＤアクションＲＰＧゲーム）を公開いたします。各作品とも在学中に制作したもので
あり、多くの制作者は既にゲーム制作会社に就職が決まっています。その技術はゲーム制作会社に就職しても、通用すると自負し
ております。ぜひ、足を運んで、彼らの可能性を感じ取ってください。

・学生ゲーム作品試技（３Ｄアクションゲーム）
・ゲームキャラクター作品展示（２ＤＣＧ，３ＤＣＧ）

7-C6　　　大阪電気通信大学　デジタルゲーム学科
日本の大学で初のゲームの学科「大阪電気通信大学　総合情報学部　デジタルゲーム学科」のブースです。デジタルゲーム学科で
は、ゲーム制作に必要な基礎やプログラマ、グラフィックデザイナ、プランナ、プロデューサ等に必要な専門知識や技術を学ぶ事が
できます。また、基礎をしっかり学べるので、IT 全般、宣伝、商品企画などの分野にも、学んだ事を活かせます。
ブースでは学科内のゲームコンペで選ばれた作品を展示しています。

7-C9　　　太田情報商科専門学校
太田情報商科専門学校のゲームクリエイタコースの学生たちは、自ら企画したゲームの制作を行っています。ブース内にはこれら
のゲームを体験できる試遊台を設置し、来場者に試遊していただけます。また、ゲームクリエイタ学科以外にもＣＧ業界への就職を
目指す学科・コースが複数あり、学生が制作した３Ｄ・２Ｄの動画上映と静止画の展示も行います。本校には、安全性を配慮し、生
体認識により登録した学生のみが入館できる、24時間利用可能な校舎があります。学生たちが、授業中はもとより、放課後や休日
を返上して制作した力作をぜひご覧下さい。コンテストでの入賞作品も上映する予定です。多くの皆様のご来場をお待ちしておりま
す。
7-C21　　　国際アート&デザイン専門学校
ゲーム・ＣＧ・マンガ・イラスト・写真などデザイン分野に特化した専門学校。
ゲームクリエイター科・ＣＧ科では、現役のデザイナーや実際にゲーム制作に携わったクリエイターから実践的な授業を学んでい
る。
過去に東京ゲームショウで作品を発表し、企業にスカウトされた学生もいるなど、実績も十分。
今年で6年連続の出展。学生作品（ＣＧ・アニメーション等）を展示しています。

7-C4　　　学校法人コンピュータ総合学園　神戸電子専門学校
神戸電子専門学校は今年、創立５０周年を迎えました。
確実に積み重ねられた実力で作られた学生作品をぜひプレイしに来て下さい。

7-C10 　　　専門学校 東京デザイナー学院
ゲーム、アニメ、グラフィック、イラスト、マンガ、インテリア、ファッション、メイク、など多彩なデザイン分野をカバーする本格的な総合
デザインの伝統校。
ゲームクリエイター科はゲームクリエイター専攻、ゲームキャラクター専攻、3Dグラフィッカー専攻、ゲームプランナー専攻、ゲーム
プログラマー専攻の5つの専攻を持ち、ゲーム業界の様々なジャンルに対応し、技術だけでなく一歩踏み込んだデザイン、発想がで
きる人材育成をしています。
展示作品はアニメ調からリアルタッチまでバリエーション豊富な2ＤＣＧ作品や、動画と静止画の両方を含む3ＤＣＧ作品の展示。ま
た、ゲーム企画の展示も行っております。
７－Ｃ１３　　　専門学校　東京ネットウエイブ
東京ネットウエイブのスゴイ＝ジマン・・・学生たちは、先生の事が大好きです。学生のことをとっても考えてくれる先生方だからで
す。チーム制作をしていると、色々な事が起こります。そのたびに先生に叱られ、慰められながらゲームを創り上げていきます。厳し
い事を言われるけれど、その裏側にある先生方の優しい気持ちを学生たちは知っています。授業が終わった後も学生に囲まれてい
る先生の姿を良く見かけます。面白いゲームを考え付くと、学生たちはすぐ先生にメールします。（お休みの日でも、夜遅くでも…）
今日はこれから○○さんに会います。（相談事があるらしい…）なんて事も良くあります。スゴイ先生と自慢の学生たちの、他とは
ちょっと違う学校です。どうぞご覧ください。

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 14/20



7-C23　　　総合学院テクノスカレッジ 東京工学院専門学校
今年も総合学院テクノスカレッジから、ゲームクリエーター科が出展します！！学科の特徴を最大限に引き出した、ゲームソフトの
展示や体験プレイを行います。是非遊びに来てください！

7-C5　　　デジタルエンタテインメントアカデミー
学生が制作したプレイステーション２・プレイステーション３・Ｗｉｉ・ニンテンドーＤＳのゲーム作品をプレイアブルで展示します。その
他、日本ゲーム大賞アマチュア部門受賞作品をはじめ、ＰＣゲーム・３ＤＣＧムービー・企業が採用し商品化した携帯アプリも数多く
展示します。スクウェア・エニックスなどゲーム関連企業２０社が出資して運営するゲームクリエイター養成校のデジタルエンタテイ
ンメントアカデミーは、学生の真の実力と実績を、ありのままお見せします。

7-C24　　　東京コミュニケーションアート専門学校
業界企業と共に即戦力を育成。プログラマー、プランナー、グラフィッカーのトップクリエーターを育てるための企業プロジェクトを中
心とした独自の教育システムが大きな強み。実践的なカリキュラムで人材育成をおこなっている。国内だけでなく海外の企業も多数
協力。ＴＧＳ2008ではゲーム会社とのプロジェクト作品を中心に出展。

7-C17　　　東北電子専門学校
本校は、ゲーム・ＣＧ分野にゲームクリエーター科、ゲームエンジニア科の２学科があります。その中で複数のプロジェクトチームを
編成し、学内審査を勝ち抜いた選りすぐりの学生作品を展示します。制作過程では、綿密な打合せや制作にいたるまで積極的に取
り組み、個性ある作品が揃いました。また、他学科とのコラボレーションを実現し、デジタルミュージック科の学生はＢＧＭや効果音
を制作し、展示デザインはＤＴＰデザイン科の学生が担当しました。自分たちで制作したメイキング映像の出来も上々！ご来場のみ
なさまに楽しくプレイしていただける展示をめざします。ぜひ東北電子の出展ブースにお立ち寄りください。

7-C20　　　トライデントコンピュータ専門学校
河合塾グループが運営するゲーム・ＣＧの専門学校で、東海地方最初のＣＥＳＡ会員校です。「本物のチカラ」をキーワードに考え抜
かれたカリキュラムで、２００７年度はゲーム・ＣＧ業界から１００名を超える内定をいただきました。コンテストではマイクロソフト社主
催 XNA Game Studio Japan 2008 Spring Contestで、日本トップの最優秀賞を受賞。また、ＣＧの学会では世界最高峰SIGGRAPHで
の選出をはじめ、国内トップクラスのコンテスト受賞実績をもちます。その作品の多くは学校のＷｅｂで公開しております。出展ブース
では、ゲーム、3ＤＣＧムービーそれぞれのコンテスト受賞作品を上映・展示いたします。「本物のチカラ」が身につく学校トライデン
ト。ぜひ、ブースで学生の力作をご覧ください。

・イベント名称：  学生ゲーム作品プレイ
・日時：  10月9日（木）～10月12（日）　10:00～17:00
・内容：  XNA受賞作品をはじめ、学生オリジナルゲームを自由にプレイできます。
プラットホーム：Xbox３６０、ＰＣ
 
・イベント名称：  学生ＣＧムービー上映
・日時： 10月9日（木）～10月12日（日）　10:00～17:00
・内容：  3ＤＣＧムービーなどを上映予定。コンテスト受賞作品を中心に繰り返し上映します。

7-C19　　　名古屋工学院専門学校
名古屋工学院専門学校は今年もゲームを中心に、ＣＧムービーやiアプリ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。実際にカラオケの背景画像や携帯電話コンテンツとして配信され、全国で利用
されている作品もそろっています。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今後フリーゲームのダウンロード
サイト等に登録していく予定です。名古屋工学院専門学校は50年の歴史を持ち25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。

7-C8　　　新潟高度情報処理技術学院
ゲーム制作に必要な技術の基礎から、企画、設計、といったゲーム制作工程を実習形式で学ぶことができるゲームスクール。PCや
Xbox360向けのゲームを開発しており、ブースではゲーム初心者から愛好家まで楽しめる様々なジャンルの作品を２４作品展示。い
かんなく実力を発揮した学生たちの技術力を体感しよう。

7-C21　　　新潟コンピュータ専門学校
世界的な総合エンターテイメント企業であるバンダイナムコゲームス教育提携校。コンテストでは「日本ゲーム大賞アマチュア部門」
「マイクロソフト XNA ゲームクリエーター コンテスト」「経済産業省U-20プログラミング・コンテスト」等にて数多くの入賞実績を誇りま
す。開発環境も「Xbox360」「ニンテンドーDS」「iPhone & iPod touch」といった最新のゲーム開発技術をいち早く導入。それら開発機
材で学生が制作した出来立てホヤホヤの最新オリジナルゲームを展示いたします。また今年、当校とフランスの専門学校ISART
Digital（イサート　デジタル）とで留学生受入れを含めた教育提携が実現。それを記念し、フランスISART Digital校学生のCG映像も
展示いたします。
7-C15　　　日本工学院/東京工科大学
日本工学院クリエイターズカレッジの学生ゲーム作品を中心に展示発表いたします。　その他プレゼントつきのゲームアトラクション
やCG・アニメなどの学生作品も常時ブース内にて上映いたします。また東京工科大学もゲーム作品の展示発表を行います。

7-C18　　　沼津情報専門学校
沼津情報専門学校は静岡県東部地区沼津市にある専門学校です。
ゲーム関連分野では、３年制課程のゲームクリエイト科・ＣＧクリエイト科の２学科があります。両学科とも新しくできたばかりの新設
学科ですが、ブースには第１期生である２年生が制作したアクションゲームやＣＧ作品を展示します。
ゲーム作品は実際にプレイすることができ、どれも短時間で楽しめるものばかりです。
ぜひ気軽に立ち寄ってプレイしてください。

7-C12　　　東日本デザイン&コンピュータ専門学校
群馬県前橋にあるゲームや映像制作会社への就職に強いスペシャリスト養成校です。ゲーム・ＣＧ関連コースは、６年連続となる出
展。ＣＧデザインをはじめ、デッサンやコンセプトアートまで、デザイン力を伸ばすシステムに特徴があります。ブースでは産学協同
で制作した作品や各種受賞作品を多数展示・上映します。プレゼントもご用意しておりますので、ぜひご来場ください！

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 15/20



7－Ｃ22　　　代々木アニメーション学院
2008年創立30周年を迎えた当学院は全国12都市に展開するメディアアート校として
「輝く表現者達を応援する学院」「感性・感動・感謝を分け合う学院」「生涯の師弟と共に出会う学院」を学院スタイルとして頑張って
います。http://yoani.jp/

・イベント名称：  ゲースタ！！　最優秀作品発表！
・日時：  10月11日
・出演者： 学院講師、（株）ジャレコスタッフ、学生
・内容：  「ゲースタ！！代々木アニメーション学院×ジャレコ」　最優秀作品発表。

【物販コーナー】
7-N7　　　アイレム横丁
アイレム公式通販サイト「アイレム横丁」の直販店が東京ゲームショウ2008にオープン！
駄菓子屋を模したレトロなブースでは、新作タイトル関連グッズをゲームの発売に先駆けて販売しちゃいます！
その他、「R-TYPE」「スペランカー」など懐かしのタイトル、人気のオリジナルキャラクターグッズと、新作グッズも多数用意！
大人から子供まで、ひとりでもみんなとでもまったり楽しめるアイレム横丁に、是非お越し下さい！

7-Ｎ11　　　アルケミスト
「ひぐらしのなく頃に絆」「ひぐらしデイブレイクPortable」「恋する乙女と守護の楯-The shield of AIGIS- 」「Sugar+Spice!～あのこのス
テキな何もかも～」「トリガーハート エグゼリカ エンハンスド」等、弊社発売タイトル関連商品の販売と広報展示を行います。

7-N12　　　エー・ティー・エックス
今年のAT-Xは2つのお楽しみ要素をお届け！ まずは、様々なステージイベントを実施する「AT-Xエンタメch.ステージ」を開催！ 加
えて、前年同様に物販ブースへ「AT-X SHOP」を出展、各種オリジナルグッズを出張販売します！

7-N14　　　カプコン カードゲーム
大ヒットゲームソフト「モンスターハンター」シリーズを題材にした新作カードゲーム『モンスターハンター ハンティングカード』の先行
販売を行います。10月25日に発売される「ベーシックスターター リオレウス」を、一般発売に先がけて数量限定で先行販売いたしま
す。ブース内では『モンスターハンター ハンティングカード』の基本的なルールを体験出来るティーチングを実施し、事前に商品に触
れてから購入できるような､実演販売の形式を予定しています。

・イベント名称：  「モンスターハンター ハンティングカード」ティーチング
・日時：  10/9～12　終日
・出演者： 特になし
・内容：  新作カードゲーム「モンスターハンター ハンティングカード」のティーチング（ルール体験会）です。

7-N13 　　　ゲームセンターCX
フジテレビCS721の人気ゲームバラエティ番組「ゲームセンターCX」のオリジナル商品を販売しています。

7-N4　　　コスパ
コスパブースでは話題の新作ゲームタイトルラインナップを揃えています。「ペルソナ４」「ファンタシースターポータブル」「Fate／タイ
ガーころしあむアッパー」、そして「リトルバスターズ」など、その他タイトルからも様々なグッズを準備しております。また、恒例のコス
パオリジナルライン、RPG好きにおくる「アイテムヤ」からも新作グッズを準備中、RPGのような店構えで雰囲気たっぷりのコーナー
で、冒険に出る勇者の気分でお買い物をお楽しみ頂けます。

7-N10　　　スクウェア・エニックス　ミュージック
全世界に数多くのファンを持つ「ファイナルファンタジー」シリーズ、「キングダム　ハーツ」シリーズをはじめ、最新ゲーム「インフィ
ニット・アンディスカバリー」、「シグマハーモニクス」などスクウェア・エニックスの人気ゲームタイトルのサウンドトラック、DVDを多数
販売。当ブースで商品をご購入のお客様には「スクウェア・エニックス ミュージック オリジナル・サンプラーCD　Vol.3」と「スクウェア・
エニックス ミュージック オリジナル・エコバック」をプレゼント！

7-N9　　　ソフトバンク クリエイティブ
ゲーム総合誌『ゲーマガ』をはじめ、攻略本・設定資料集・イラスト集などゲーム関連の出版物および関連グッズの販売。会場購入
特典は「夜明け前より瑠璃色な-Moonlight Cradle-」と「FORTUNE ARTERIAL」のイラストを使用した特製クリアファイルです。また、
ゲームショウ開幕と同時発売の新作グッズ「オーガストバラエティＢＯＸ」を販売いたします。

7-N6　　　日経BP社
ヒットがわかる流行情報誌「日経エンタテインメント！」と、大人スタイルのゲーム誌「ゲームエンタ！」や「日経エンタテインメント！」
関連別冊を販売します。

7-Ｎ2　　　ハドソン
ハドソンのキャラクターグッズを販売しております。シュウォッチの名で親しまれた連射測定機能付き時計「シューティングウォッチ」
は当時のものを完全復刻し、懐かしのシークレットモードも搭載しております。他には、今年20周年の桃太郎電鉄グッズや、もえじゃ
ん！に登場する可愛いキャラクターグッズを販売しております。

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 16/20



【ビジネスソリューションコーナー】
3-N16　　　ウェブテクノロジ
株式会社ウェブテクノロジは、ゲーム開発者様むけに、画像最適化ツール「OPTPiX iMageStudio」および、スプライトアニメーション
データ作成ツール「SpriteStudio」を開発しております。
ブースでは、SpriteStudio最新版を展示します。マウスによるドラッグ＆ドロップでパーツを配置して、簡単にアニメーションデータが
作成できる手順について、デモを交えて紹介いたします。また、最新機能である「シーン編集モード」も紹介します。複数のアニメー
ションデータを組み合わせてシーンを構成する手順や、シーンを編集することで、より複雑なアニメーションを構成できる点にご注目
ください。また、ブースにご来場いただいた方へ「SpriteStudio体験版」の配布も実施いたします。

2-N14　　　英国北東イングランド経済開発公社
英国北東イングランド地域が誇るコンピュータ・ゲーム産業及び技術をご紹介し、日本企業の皆様との事業提携を促進します。若手
クリエーターのインキュベーションとなり地域のデジタル・クラスターのイニシアチブを取るデジタル・シティの他、コンピュータ・ゲーム
専門学科を持つティーズサイド大学、地域の優れたコンピュータ・ゲーム、デジタル・メディア・テクノロジー企業及び、北東イングラン
ド地域におけるビジネス開発支援サービスや大学との連携を紹介し、日本企業の皆様との事業提携及びコラボレーションの機会を
ご案内します。

3-N8　　　クリーク･アンド･リバー社
クリーク・アンド・リバー社のブースでは、本年3月にリニューアルオープンを手掛けた、ゲーム及びデジタルコンテンツに関わるクリ
エイター同志が交流を深めるためのコミュニティサイト「デジタルトキワ荘」（http://www.gamecreators.net/）をご紹介します。在
3,000名を超えるクリエイターが、デジタルトキワ荘の住民となっています。ぜひ、仲間に加わり、デジタルトキワ荘の住民との交流を
楽しんでください。また、当社では、クリエイターの方々がより仕事で活躍できる場をご紹介し、サポートするサービスのご紹介もして
おります。お気軽に当社ブースにお立ち寄りください。

3-N17　　　コミュニティーエンジン
単純・軽量・高速なP2Pマルチキャストネットワークを簡単につくるためのミドルウェア「LiquidSync」のデモを展示します。数百～数千
規模の動的に変化するメッシュ状P2Pネットワークを簡単に構築することができます。ゲームデータ配信のような大量の同時アクセ
スにより負荷集中する場面や、ボイスチャットのような遅延が許されず高いリアルタイム性が求められる場面を解決に導きます。コ
ミュニティーエンジンでは創業以来一貫してネットワーク・ミドルウェアを開発し、多数の開発会社やアプリケーションに提供し続けて
います。

3-N12　　　ＣＲＩ・ミドルウェア
ロード時間を半分に・・！プレイヤーを待たせないゲームを実現するミドルウェア「ファイルマジックPRO」。圧縮によるデータ読み込
み時間の短縮、データ最適配置によるシークの抑制、読み込み処理と展開処理の並列実行など「ファイルマジックPRO」の特長に
ついて、デモを交えて紹介します。また、ニンテンドーＤＳで高音質な音声再生を実現する「救声主」をはじめ、声質を変えずに再生
速度を自在に変更できる「C-TST」、モノラル音声を疑似的にステレオ化しデータ容量を半分にする技術「モノプラス」などのデモもご
用意しています。

3-N27　　　Scaleform Corporation
＃1ゲームユーザーインターフェイスソリューション - Scaleform GFxを出展します。サンプルデモと技術説明を行います。
☆FLASH®でオーサリングされた多様なユーザーインターフェイスを表示するエンジンです。ベクターグラフィクスをテッセレートし、プ
ラットフォームのGPUによって高能率にゲーム画面に描画することができます。
☆高品質でスケーラブル、クロスプラットフォーム対応、多言語ローカライズが容易なユーザーインターフェイス製作を、低コストで実
現します。
☆アジア言語（もちろん日本語も）IME、オンラインロビーなどのアドオン製品もご紹介します。

3-N6　　　3Di
3Di株式会社は、3Ｄソリューション技術の開発・提供を行う企業です。今回の展示では、仮想空間サーバーソフトウェア「3Di
OpenSim」をご紹介します。3Di OpenSimは自社ブランドやキャラクターイメージに合った自由な仮想空間を構築したい企業様や教
育機関が、自ら仮想空間サーバーを構築できるソフトウェアです。独自の運用ルールを設定し活用することが出来、マーケティング
データの取得・分析も可能です。また3Dインターネットの標準化技術として研究・開発されているOpenSim技術を採用しており、将来
性の高いソフトウェアとして今もっとも注目されています。「3Di OpenSim」公式サイト　http://3di-opensim.com/

・イベント名称：　ビジネスセミナー：仮想空間における3Dデータのインポート活用
・日時：　10月 9日（木）14:30～15:00　PCオンラインゲームコーナー　エンタメch. ステージ（ホール2）
・出演者：　3Di株式会社　取締役/CTO　鎌田　卓
・内容：　仮想空間上への3DCGのモデルデータのインポートが可能になることによって起こる「メタバース（仮想空間）」という新たな
ビジネスの可能性、その活用方法についてお話します。併せて、10月1日発売の仮想空間サーバーソフトウェア「3Di OpenSim」のご
紹介を行います。

・イベント名称：　ビジネスセミナー：仮想空間における3Dデータのインポート活用
・日時：　10月10日（金）14:00～14:30　PCオンラインゲームコーナー　エンタメch.　ステージ（ホール2）
・出演者：　3Di株式会社　取締役/CTO　鎌田　卓
・内容：　仮想空間上への3DCGのモデルデータのインポートが可能になることによって起こる「メタバース（仮想空間）」という新たな
ビジネスの可能性、その活用方法についてお話します。併せて、10月1日発売の仮想空間サーバーソフトウェア「3Di OpenSim」のご
紹介を行います。

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 17/20



2-N20　　　W&W Communications, Inc.
ＡＳＩＣ(Ｈ．２６４ＨＤ)開発企業のＷ＆Ｗコミュニケーションズ社では、ゲーム・コンソールの周辺機器として同ＡＳＩＣ製品を利用したＨ
Ｄ映像無線伝送(ワイヤレスＨＤＭＩ)システムを参考展示いたします。本システムはＷ＆Ｗ社のＨ．２６４ＨＤ圧縮技術とパートナー企
業の無線技術をインテグレートしたもので、これまでゲーマーにとって夢であったＰＳ３などのゲーム・コンソールからのＨＤ映像(最
大１０８０ｐ６０までサポート）を高画質のまま遅延時間なく、３０ｍの距離までＨＤＴＶモニターに無線伝送する事が可能となります。こ
れによりプレイ環境における真のスタイルフリー、ロケーションフリーを実現します。

・イベント名称： HD映像無線伝送デモ（ワイヤレスHDMIデモ）
・日時： 10/9/2008 10時AM～5時PM（終日）
・出演者：
・内容： リアルタイム性が重視されるレーシング・ゲームなどのフルHD映像をコンソールから無線伝送したモニターを見ながら違和
感なくプレイ。高画質で低遅延のワイヤレスHDMIソリューションを実体験していただきます。
 
・イベント名称： HD映像無線伝送デモ（ワイヤレスHDMIデモ）
・日時： 10/10/2008 10時AM～5時PM（終日）
・出演者：
・内容： リアルタイム性が重視されるレーシング・ゲームなどのフルHD映像をコンソールから無線伝送したモニターを見ながら違和
感なくプレイ。高画質で低遅延のワイヤレスHDMIソリューションを実体験していただきます。

3-N3　　　TIS
オンラインゲーム運営会社必見！！本ブースでは、TISが保有するデータセンターにおいて、オンラインゲーム等のブロードバンドコ
ンテンツに最適なブレードサーバ専用エリアサービス（1ラックあたり20KVAまで収容可能！）と弊社が新たに提供するBEXサービス
（コンテンツ配信など向けに提供される100Mbpsまたは1Gbpsのレイヤー3・IXサービス）のご案内を致します。

3-N1　　　デジタルリバージャパン
ソフトウェアのオンライン販売で世界No1.のシェアを誇るデジタルリバーが、ゲームの世界展開をプロデュース。137ヶ国・18言語・39
通貨決済に対応したEコマースプラットフォームと15の海外オフィスが、日本のゲームを世界のゲームへ進化させます。

3-N4　　　NeuroSky Inc.
丸紅／NeuroSky（ニューロスカイ）のブースでは、米国シリコンバレーのハイテクベンチャー企業であるニューロスカイ社の「脳波測
定」技術を活用した最先端のゲームを出展します。
ニューロスカイの脳波センサーを組み入れたゲームは、人間が発信する生体信号の中でも最も微弱な脳波を測るという技術を用
い、脳波を引き金に神通力が起きたかの様な今まで体験した事のない感覚を可能とするエンタテインメントを生み出します。
是非ともこの機会にご覧になり、実際のデモを体感して下さい！！
また脳波測定技術の用途開発はゲーム以外の様々な産業分野にも応用が期待され、CNN、BBC、テレビ東京、日経新聞を始め国
内外で多くの有力メディアでも紹介されています。

3-N10　　　日立超LSIシステムズ
ゲームソフトに使える高品位音声合成ミドルウェアRuby Talkを出展します。Ruby Talkは、漢字かな混じりテキスト文を正確に読上
げるとともに、肉声感が高くなめらかな合成音を生成します。ブースでは、ゲームソフトの採用事例紹介と多種音源のデモを行いま
す。

3-N2　　　ビッツ
ウェブエクスペリエンスを飛躍的に向上させるデジタルメディア有効活用ツール、WIREDiCON(http://www.wired-icon.com/)と
HYPER-ANCHOR(http://www.hyper-anchor.org/)を出展します。あらゆる電子ドキュメント中に、ユーザの知りたい情報を直接表示
することができるWIREDiCONをミュージックコンテンツやグルメ情報に応用した例をご紹介。新発想の情報発信ツールとして無限の
可能性をご体感頂けます。そして、今までページ単位であったブックマーク機能をウェブページ中の任意の場所に設定することがで
きるブラウザプラグイン、HYPER-ANCHOR。しおりを挟むようにマーカーを引くようにウェブページを自由自在に操ることができ、情
報共有ツールとしても有効です。

3-N11　　　ビットアイル
オンラインゲーム配信に不可欠なデータセンター。
ビットアイルデータセンターは、オンラインゲーム配信企業に安心してご利用いただけるサービスを提供しています。日本企業だけ
でなく海外のオンラインゲーム企業にもビットアイルデータセンターをご利用いただいております。オンラインゲーム配信に最適な
データセンター環境の他、サーバやストレージ、ネットワーク機器をレンタルするサービスや機器の運用や監視を代行するマネージ
ドサービスなど付帯サービスも充実しているビットアイルです。

2-N11　　　ファイン
【ネットワークゲーム開発を強力サポート！】
株式会社ファインでは、小規模マッチング型オンラインゲーム開発用ミドルウェア「GameSyncSoftwares」の出展を行います。
「GameSyncSoftwares」は、オンラインゲームに必要なマッチングやランキング機能をはじめ、イベントやアイテム管理といった豊富
な機能を持つサーバと、これをクライアントから簡単に扱うためのクライアントSDKから構成されています。当日は、
「GameSyncSoftwares」の実装例としまして、XBox360用ソフトウェア並びにWindowsMobile端末向け対戦ビリヤードゲームをプレイ
アブル展示いたします。

３−Ｎ１５　　　フォントワークス
ゲーム・デジタルコンテンツなどで安心してフォントをご利用いただけるサポートプログラム「LETS」をご紹介します。LETSはフォント
ワークスの全173書体が《明確な利用許諾＆低コスト》で使用できるゲームコンテンツ向けソリューションです。フォントにまつわる
『複雑な問題』〜商用ロイヤリティ・利用許諾など〜を解決します。また、マルチプラットフォーム対応のアウトラインフォント・ラスタラ
イザ「FiT」やベクターフォント向けソリューションもご紹介いたします。

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 18/20



3-N7　　　福岡ゲーム産業振興機構
福岡で特に成長著しいゲーム産業の振興のため，GFF(*)，九州大学，福岡市の三者が連携し，設立した「福岡ゲーム産業振興機
構」を案内いたします。
本機構では人材育成・市場開拓・広報・その他事業を通じて，福岡にゲーム産業の集積を図り，福岡をゲーム開発の拠点とするこ
とを目指しています。活動拠点として福岡を活用するメリットについてご紹介いたします。ゲーム都市福岡の魅力にご注目ください。
(*)GFF(GAME FACTORY’S FRIENDSHIP)・・・九州・福岡のゲーム企画開発・制作会社（2008年8月現在10社）により福岡ゲーム産
業のさらなる発展を目指す組織として設立。

3-N18　　　ボーンデジタル
ボーンデジタルブースではゲーム開発に役立つツールをご紹介致します。フェイシャルリップシンクツール「Magical V Engine」やバ
グトラッキングシステム「TestingStudio」(予定)の展示を行います。
また、ゲーム開発に関連した書籍の展示も行いますので、ぜひお立ち寄り下さい。

2-N16　　　香港貿易発展局
香港貿易発展局は香港政府によって設立された特殊法人で、香港の対外貿易促進を目的とした活動をしています。ゲームを始め
として映像・コンテンツなどに関連する香港企業の情報をご提供いたします。また、香港貿易発展局主催のアジア最大級のエンタテ
インメント総合見本市「フィルマート」のご案内をするとともに、エンタテインメント産業の重要なビジネスプラットフォームとして世界の
注目を集める香港のご紹介をいたします。

2-N15　　　MINE LOADER SOFTWARE CO., LTD.
自社の会社概要、社内用技術デモ、グラフィックデモ。

3-N4　　　丸紅
丸紅／NeuroSky（ニューロスカイ）のブースでは、米国シリコンバレーのハイテクベンチャー企業であるニューロスカイ社の「脳波測
定」技術を活用した最先端のゲームを出展します。
ニューロスカイの脳波センサーを組み入れたゲームは、人間が発信する生体信号の中でも最も微弱な脳波を測るという技術を用
い、脳波を引き金に神通力が起きたかの様な今まで体験した事のない感覚を可能とするエンタテインメントを生み出します。
是非ともこの機会にご覧になり、実際のデモを体感して下さい！！
また脳波測定技術の用途開発はゲーム以外の様々な産業分野にも応用が期待され、CNN、BBC、テレビ東京、日経新聞を始め国
内外で多くの有力メディアでも紹介されています。

2-Ｎ17　　　みずほインベスターズ証券
みずほインベスターズ証券ではＩＰＯ（株式公開）支援業務に力を入れております。特にＴＧＳではゲームコンテンツ業界における成
長企業様の更なる発展をお手伝いするべく、資本市場からの資金調達や株式公開に必要な準備に関する資料を揃えております。
また、個別相談窓口を設置いたしておりますので気軽にお立ち寄りください。

2-N17　　　みずほキャピタル
みずほキャピタルは「お客様から信頼・信用され、選ばれ続けるベンチャーキャピタルNo．１」を目指してIPOを志向する企業への投
資を積極的に行なっています。昨年の投資実績は、153社に対し約80億円の投資を行なっております。また、昨年度新規上場99社
のうち24社に投資しており24.2％という高い関与率を実績として残しております。地域、企業の成長ステージ、業種に縛りはありませ
ん。その中でも、特にコンテンツ分野については、みずほ銀行と連携しながら日本の強みでもあるアニメ製作会社、ゲーム製作会社
にエクイティ出資を行なってきております。資本政策から上場準備まで、IPOに関する事項については何なりとお問い合わせ下さい。

2N-17　　　みずほ銀行
みずほ銀行はコンテンツマーケットおよびコンテンツ企業の特性に注目し、『信託受益証券を活用した著作権投資スキーム』などの
投資ストラクチャーを構築し、先見性・先進性を持ってマーケットに取組んで参りました。東京ゲームショウではコンテンツ作品に関
する投資ストラクチャーを例示することで、当行の著作権・知的財産権に対する関り方をお示しいたします。

2-N21　　 SplitFish Ltd.　 /　Living Picture Ltd.
SplitFishのPS3用FragFX v.2は2つのモーションスティックとマウスでアクションゲームの中でのピンポイントの正確さと他にはないコ
ントロールをゲーマーに提供します。FragFX controllerはIGN Gearから今までPS3でテストした中で最高と評価され、最高点の9.1を
与えられました。SplitFishのメンバーはFragFXの優れたパフォーマンス能力をPlaystation 3の人気ゲーム “'Call of Duty 4”の#1
spotで実証した世界で最も優れたメンバーである。

【ビジネスミーティングコーナー】
BM-3　　　Wizarbox
2003年にJEI(フランス政府が認める成長している革新的企業)として設立したWizarboxは、55名のプログラマーやゲームデザイナー
などを取り揃えたビデオゲーム開発会社です。全てのゲームのプラットフォームへの変換や、プログラミングや検査のアウトソーシ
ングなど様々なサービスを提供しています。WizardboxはDTP-AG, Atari, Jowood, Kock Mediaなどの一流パートナーと開発を進め
ています。

BM-17　　　ゲームテック
各種ゲーム機の周辺機器を数多く開発・販売してきたゲームテックが、今回初めてゲームショウに出展します！！弊社独自のユ
ニークで便利な製品をはじめ、高品質で信頼性のある任天堂ライセンス製品など、多数のアイテムを一堂に展示予定！現在、開発
中の新製品も展示予定です。

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 19/20



BM-10　　　ゲームリパブリック
商談スペースとして既発売のタイトル紹介や新規ゲーム企画の提案を行ったり、メディアからの取材スペースとして使用します。取
材や商談をご希望される方は、事前にご連絡ください。

BM-11 　　　Now Production Co., Ltd.
ゲームソフトの企画提案、ライセンスアウト、セールス

BM-16　　　Nokia N-Gage
Nokiaは流動性、変化、成長の激しさが集中するインターネットandコミュニケーション業界のなかで世界的なリーダーです。Nokiaは
幅広いモバイルデバイスを開発し、また音楽、ナビゲーション、ビデオ、テレビ、画像、ゲーム、ビジネスの移動性をそれらのデバイ
スを通じて人々に提供しています。またNokiaはコミュニケーションネットワークへの機器、ソリューションやサービスをも提供していま
す。

BM-14　　　MINE LOADER SOFTWARE CO., LTD.
自社の会社概要、社内用技術デモ、グラフィックデモ。

※       出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
※       事前に届けられた情報のみをそのまま記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 20/20


