
「東京ゲームショウ2008」出展タイトル一覧　　　 2008/10/9

PCオンラインゲームコーナー

出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄

ai sp@ce 3D生活空間サービス ａｉ ｓｐ＠ｃｅ PC その他 対応 0円 予定 2008年10月中旬

ハンバグイ その他 未定 その他 未定 未定 未定
パクー その他 未定 その他 未定 未定 未定
紅炎のソレンティア その他 PC/携帯ブラウザ その他 ゲーム融合型SNS 対応 0円 一部アイテム課金 サービス中
カレイド恋歌 その他 PC/携帯ブラウザ その他 ゲーム融合型SNS 対応 0円 一部アイテム課金 サービス中
Habitable Zone その他 PC/携帯ブラウザ その他 ゲーム融合型SNS 対応 0円 一部アイテム課金 未定
コズミックブレイク PC その他 MMOアクションシューティング 対応 アイテム課金 予定 2008年12月　
ゲットアンプド２ PC アクション オンラインバトルアクション 対応 アイテム課金 予定 2008年11月6日
ゲットアンプドDS（仮称） ニンテンドーDS アクション ハチャメチャ対戦格闘 対応 4800/5040円 予定 2009年上旬

 シーディーネットワークス・ジャパン CDNサービスのデモンストレーション PC その他 CDNサービスデモ 対応
デルガマダス ストーンエイジ２ PC ロールプレイング 対応 アイテム課金 予定 2008年10月上旬

 バサラ 仮想空間システムMetaGate PC その他 仮想空間システム 対応 無料 サービス中
 フェイス ローズオンライン レジェンド PC その他 MMORPG 対応 基本プレイ無料 アイテム課金 サービス中

 マイクロビジョン ビジモ PC その他 仮想空間サービス 対応 無料 会員登録・基本機能無料 サービス中

ゲームスクールコーナー

出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄

ACT3～目覚めた島～ PC アクション
レトロパーティー PC その他
TESORO～夢幻財宝～ PC アクション
Ogum PC アクション
リスマッシュ PC アクション
戒めの唄 PC シューティング

未定１ PC その他 未定
未定２ PC その他 未定
未定３ PC その他 未定
ブレッセッドレイン PC アクション 未定 未定
ゆきの☆みっくす PC アクション ｱｸｼｮﾝRPG 未定 未定
トワイライトスリープ その他 DVD-Video その他 ムービー 未定 未定
百鬼夜行とサラリーマン その他 DVD-Video その他 ムービー 未定 未定
ゴーアラウンド その他 DVD-Video その他 ムービー 未定 未定
Village PC シミュレーション 未定 未定
COOP Operation PC シューティング FPS 未定 未定
PERSON OF LEGEND PC アクション 格闘ゲーム 未定 未定
SAND CLAYMORE その他 DVD-Video その他 ムービー 未定 未定
SMILE その他 DVD-Video その他 ムービー 未定 未定
学校戦争 その他 DVD-Video その他 ムービー 未定 未定
Oliver and Will その他 DVD-Video その他 ムービー 未定 未定
In My Life その他 DVD-Video その他 ムービー 未定 未定
ヘンシン その他 その他
Evolution PC WindowsXP その他 体感FPS 未定
C.A.M. BeatSyncSystem PC アクション 未定
Racing Heart その他 Windows レーシング 未定
超絶 PC アクション 未定
にじいろ　うちゅう PC シューティング 未定
ストーリーカプセル PC Windows/Mac両用 ロールプレイング オンラインTRPG 対応
PHANTOM PC WindowsXP その他 体感FPS 未定
PsyBlock PC パズル 未定

発売日

プラットフォーム ジャンル 発売日

ジャンルプラットフォーム

大阪電気通信大学　デジタルゲーム学科

麻生情報ビジネス専門学校

穴吹カレッジグループ

 イマ・グループ

サイバーステップ

アーツカレッジヨコハマ

サーファーズパラダイス/イマ・グループ

※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。 1/18
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出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄 発売日ジャンルプラットフォーム

ロジックインパクト PC 学生作品 パズル 　

マジぱずっ！ PC 学生作品 パズル

タイムリミット～走れ若者～ PC 学生作品 アクション

ジョニー・ザ・キッチン PC 学生作品 アクション

蒼い彗星 PC 学生作品 シューティング

ソリチュードタンク PC 学生作品 アクション

闘走 PC 学生作品 レーシング

君色のソラ PC 学生作品 アクション

バーバー×シープ PC 学生作品 アクション

タンクタンク　レボリューション！ PC 学生作品 アクション

スプレンディッドバトル PC 学生作品 アクション

アーティスティック　ナイト PC 学生作品 アクション

ゴースト　ターン PC 学生作品 シミュレーション

ブレイクラッシュ PC 学生作品 アクション

ガチ×ガキ PC 学生作品 アクション

立膝おふじの花札教室 PC 学生作品 その他 テーブルゲーム

ピピコ その他 その他 未定 その他
プロジェクト その他 その他 未定 その他
ちまっ その他 その他 未定 その他
凄く不審者 その他 その他 未定 その他
蛍 その他 その他 未定 その他
兄ちゃん その他 その他 未定 その他
静けさ その他 その他 未定 その他
海洋偵察員 その他 その他 未定 その他
燃え盛る巨人兵器 その他 その他 未定 その他
飛行生物兵器 その他 その他 未定 その他
蟲人間 その他 その他 未定 その他
ダークヒーロー その他 その他 未定 その他
蛍睡蓮の咲く朝に その他 その他 未定 その他
涙 その他 その他 未定 その他
骨っ子 その他 その他 未定 その他
竜っ子 その他 その他 未定 その他
乗りっ子 その他 その他 未定 その他
追跡人 その他 その他 未定 その他
アルティメーター その他 その他 未定 その他
スイッチ その他 その他 未定
マーディム その他 その他 未定
童話迷宮 その他 その他 未定
レジェンドオブトゥモロウ その他 その他 未定
ＩＸＡＳ（イクサス） PC パズル 対戦型パズルゲーム
お化け屋敷 PC シミュレーション

天罰 PC アクション
Aqua　Ruler（アクアルーラー） PC パズル
マジカルストーン PC パズル
てんきい PC アクション
メロディドロップス　～ロアの音風～ PC アクション
コトダマダトコ DoCoMo その他 未定
スリルタクシー PC アクション 未定
トゥーン　イグジット　ウィズ　アルパ PC アドベンチャー 未定

専門学校　東京ネットウエイブ

総合学院テクノスカレッジ 東京工学院専門学校

専門学校 東京デザイナー学院

コンピュータ総合学園
神戸電子専門学校

※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。 2/18
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出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄 発売日ジャンルプラットフォーム

Cooli PS2 アクション
かきわけ！　ぽんぽんスウィーツ ニンテンドーDS アクション
iDEARTh PS3 アクション
ＯＨ!ならでＧＯ!! Wii レーシング
エアロアフロ PC その他
ぷちぷち！！ありぷっちん♪ PC アクション
モンスターエンパイア PC アクション
ETERNAL LOCUS PC アクション
Parasole!Parasole! PC アクション
スミゾメ DoCoMo その他
たまにぴょん DoCoMo アクション
パズルファンタジスタ DoCoMo パズル
花より団子 DoCoMo アクション
ヘキサス DoCoMo パズル
FAFA2010 DoCoMo パズル
Likeness Eyes DoCoMo アドベンチャー

shot! shot! SHOT!!! DoCoMo アクション
SLASH！暗斬剣 DoCoMo アクション
もぐもぐモグ PC アクション 未定
ソルダード・デ・アンシア PC シミュレーション 未定
ランナーズ・ハイ！！ PC アクション 未定
アイスパニック PC アクション 未定
やまかけ Xbox360 XNA パズル アクションパズルゲーム 学生作品の為、非買

Ｅｓｃａｐｅ Xbox360 XNA アクション リアル鬼ごっこゲーム 学生作品の為、非買

ハコトン Xbox360 XNA パズル 計算パズルゲーム 学生作品の為、非買

Ｂｌｏｏｍ＊Ｂｌｏｋ Xbox360 XNA パズル ３Ｄパズルアクションゲーム 学生作品の為、非買

トライデントCGムービーセレクション その他 CG映像 その他 コンテスト受賞作品を中心に上映 学生作品の為、非買

ALICE PC アドベンチャー コマンド選択型脱出ゲーム 学生作品の為、非買

ＣＯＮＧレンジャー PC アクション 縦スクロールアクションゲーム 学生作品の為、非買

Laughable Legend.zip PC アドベンチャー ゲームブック風ノベルゲーム 学生作品の為、非買

Ouroboros PC XNA アクション ネットワーク通信による３Ｄ対戦ゲーム 対応 学生作品の為、非買

名古屋工学院専門学校 学生作品多数（タイトル未定） その他 その他
LAVITATION ARTS PC シューティング 　 0円 学生作品のため販売なし 　
マリンオーシャン PC アクション 0円 学生作品のため販売なし 　
ジャックと巨人 DoCoMo アクション 0円 学生作品のため販売なし 　
Feld der Ehre PC アクション 0円 学生作品のため販売なし 　
PuppetDungeon PC シミュレーション 0円 学生作品のため販売なし 　
不視身 PC アドベンチャー 0円 学生作品のため販売なし 　
迷宮脱出劇 PC ロールプレイング 0円 学生作品のため販売なし 　
Crimson Aim PC ロールプレイング 0円 学生作品のため販売なし 　
3D NAVI PC パズル 0円 学生作品のため販売なし 　
エージェント樋口さんの返済計画の立て方 PC アクション 　 0円 学生作品のため販売なし 　
棒切れ君の地下探検 PC アクション 0円 学生作品のため販売なし 　
でびきゃっち PC アクション 0円 学生作品のため販売なし 　
アルメデ PC シューティング 0円 学生作品のため販売なし 　
StylishTAXI PC レーシング 0円 学生作品のため販売なし 　
WALL CLIMB PC アクション 0円 学生作品のため販売なし 　
Rabbitale PC パズル 0円 学生作品のため販売なし 　
POP PC パズル 0円 学生作品のため販売なし 　
PALTENOS PC シューティング 0円 学生作品のため販売なし 　
出口ドコ PC アクション 0円 学生作品のため販売なし 　

新潟高度情報処理技術学院

デジタルエンタテインメントアカデミー

トライデントコンピュータ専門学校

東北電子専門学校

※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。 3/18
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出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄 発売日ジャンルプラットフォーム

IraIra PC パズル 0円 学生作品のため販売なし 　
INVASION PC シューティング 0円 学生作品のため販売なし 　
CurseBlade PC アクション 0円 学生作品のため販売なし 　
BOUNINGEN PC スポーツ 0円 学生作品のため販売なし 　
リズの魔法と不思議な本 Xbox360 シューティング 0円 学生作品のため販売なし 　
Cyber Sinfonia Xbox360 アクション 未定 　 　 　　　
variable ぼーる crisis Xbox360 アクション 未定 　 　 　　　
Seraphim_a void Xbox360 アクション 未定 　 　 　　　
黒猫物語 Xbox360 シューティング 未定
テト工房 Xbox360 アクション 未定
ボコバコ Xbox360 アクション 未定
ボクらの愛しき地球 Xbox360 シミュレーション 未定
GHOST HUNT ニンテンドーDS パズル 未定
勇者と魔王と… PC アクション 未定
ぼくの村 PC シミュレーション 未定
iPhone & iPod touch用ゲーム その他 iPhone & iPod touch アクション 未定
Rays Xbox360 アクション レーザー回避アクション 未定
うさどん PC アクション ３Ｄアクション 未定
TROOPERS（トルーパーズ） PC その他 ＲＴＳ 未定
ワラツカ PC アクション 対戦型アクション 未定
地球侵略 その他 ＣＧムービー その他 ＣＧムービー
学生作品（ゲーム） PC パズル その他
学生作品（イラスト）100点 その他 その他 その他
学生作品（企画集） その他 その他 その他
学生作品（ムービー集） その他 その他 その他
特殊メイク体験コーナー その他 その他 その他

キッズコーナー

出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄

ぼくとシムのまち　キングダム Wii シミュレーション 6090円 予定 2008年10月30日

ぼくとシムのまち　キングダム ニンテンドーDS シミュレーション 4980円 予定 2008年12月4日
ガチンコ★ベースボールMOBiLE au その他 525円/1ダウンロード 配信中
ドラゴンクエストバトルロード MOBILE au その他 210円/月 配信中
リズミカル リスモ！ au その他 315円/月 予定 2009年2月5日
モンスター☆レーサー ニンテンドーDS アクション 対応 5040円 予定 今冬
GABU★GABU プラネット ニンテンドーDS アクション 対応 5040円 確定
とんがりボウシと魔法の365にち ニンテンドーDS その他 コミュニケーション 対応 4800円 確定 2008年11月13日

エレビッツ カイとゼロの不思議な旅 ニンテンドーDS アクション アクションアドベンチャー 対応 5250円 確定 2008年12月11日

なぞなぞ＆クイズ一答入魂Ｑメイト！ ニンテンドーDS その他 対戦型なぞなぞ＆クイズ 対応 4980円 確定 2008年10月16日

ソニック ワールドアドベンチャー Wii その他 超音速＆パワフルアクションアドベンチャー 　 6090円 確定 2008年12月18日

かいておぼえる ドラがな ニンテンドーDS その他 知育ソフト 　 確定 2008年11月27日

サンバ DE アミーゴ Wii その他 リズムアクション 未定 確定 2008年12月11日

ブロブ：カラフルなきぼう Wii その他 ぬりえアクション 6090円 確定 2008年11月13日

ディズニー・シンク　早押しクイズ Wii その他 クイズ・バラエティー 4300円 確定 2008年12月18日

超化石モンスターバトル ゲキトツ・ギャラクシー ニンテンドーDS その他 アクションRPG 　 4480円 確定 2008年12月11日
ソニー・コンピュータエンタテインメント リトルビッグプラネット PS3 アクション 未定 5980円 予定

タイトー クッキングママ2たいへん!!ママはおおいそがし! Wii アクション 未定 6090円 確定 2008年12月4日
森のカフェテリアDS　おしゃれなカフェレシピ ニンテンドーDS アクション 5040円 予定 2008年12月
のりもの王国ＤＳ　～ＹＯＵ！運転しちゃいなよ！～ ニンテンドーDS シミュレーション 3990円 発売中

新潟高度情報処理技術学院

沼津情報専門学校

新潟コンピュータ専門学校

KDDI

プラットフォーム ジャンル 発売日

セガ

 ディースリー・パブリッシャー

代々木アニメーション学院

エレクトロニック・アーツ

コーエー

KONAMI

※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。 4/18
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出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄 発売日ジャンルプラットフォーム

大怪獣バトル　ウルトラコロシアム Wii アクション 怪獣激突アクション 6090円 予定 2008年10月16日

ハッピーダンスコレクション Wii その他 なりきりダンスゲーム 6090円 予定 2008年10月23日

太鼓の達人Wii（仮） Wii アクション 和太鼓リズムアクション 未定

風のクロノア　ｄｏｏｒ　ｔｏ　ｐｈａｎｔｍｉｌｅ アクション アクション（仮） 未定

ドラゴンボールＤＳ ニンテンドーDS アクション アクションアドベンチャー 5040円 確定 2008年9月18日

ソウルイーター　メデューサの陰謀 ニンテンドーDS アクション タッチペン共鳴アクション 5040円 予定 2008年10月23日

Dr.スランプ アラレちゃん ニンテンドーDS アドベンチャー アドベンチャー 5040円 予定 2008年10月30日

それいけ！アンパンマンDS(仮) ニンテンドーDS その他 幼児教育トレーニングソフト 未定

たまごっちのキラキラおみせっち ニンテンドーDS その他 あこがれのおしごとたいけん 5040円 予定 2008年11月27日

 Ｙｅｓ！プリキュア5ＧＯＧＯ！全員しゅーＧＯ！ドリームフェスティバル ニンテンドーDS アクション なりきりアクション 5040円 予定 2008年10月30日

フロム・ソフトウェア ロンＱ！ハイランド ｉｎ ＤＳ ニンテンドーDS その他 プレッシャーゲーム 対応 4095円 発売中
あつまれ！ピニャータR２：ガーデンの大ぴんち Xbox360 シミュレーション  育成シミュレーション 対応 6090円 確定 2008年9月11日
あつまれ！ピニャータR ～レッツ☆パーティー～ その他 その他 ファミリー 対応 5040円 発売中 2007年12月6日

マーベラスエンターテイメント 牧場物語 わくわくアニマルマーチ Wii シミュレーション 対応 7140円 予定 2008年10月30日
 レベルファイブ イナズマイレブン ニンテンドーDS その他 収集・育成サッカーRPG 4800円 発売中 2008年8月22日

ビジネスソリューションコーナー

出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄

SpriteStudio Professional PC 開発ツール 15万5400円 発売中
SpriteStudio for NINTENDO DS PC 開発ツール 10万2900円 発売中
OPTPiX iMageStudio for NINTENDO DS PC 開発ツール 36万150円 発売中
OPTPiX iMageStudio for Wii PC 開発ツール 36万150円 発売中
OPTPiX iMageStudio for  PLAYSTATION3 PC 開発ツール 36万150円 発売中
OPTPiX iMageStudio for PSP + PlayStation2 PC 開発ツール 44万9400円 発売中
OPTPiX iMageStudio for PSP PC 開発ツール 36万150円 発売中
OPTPiX iMageStudio for PSP + PLAYSTATION3 PC 開発ツール 44万9400円 発売中
OPTPiX iMageStudio for PlayStation2 PC 開発ツール 30万9750円 発売中
OPTPiX iMageStudio X-MP PC 開発ツール 36万150円 発売中
OPTPiX iMageStudio MP PC 開発ツール 20万7900円 発売中
OPTPiX iMageStudio for Mobile Contents PC 開発ツール 18万9000円/6カ月 発売中
OPTPiX iMageStudio for Digital Broadcast PC 開発ツール 52万2900円 発売中

 クリーク･アンド･リバー社 デジタルトキワ荘 PC その他 ＳＮＳ 対応
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構築用ミドルウェア「LiquidSync」 その他 マルチプラットフォーム対応 開発ツール 対応 発売中

ファイルマジックPRO Wii 開発ツール 圧縮技術
ファイルマジックPRO PS3 開発ツール 圧縮技術
ファイルマジックPRO PSP 開発ツール 圧縮技術
CRI ADX Wii 開発ツール マルチストリーム音声再生

CRI ADX PS3 開発ツール マルチストリーム音声再生

CRI ADX PSP 開発ツール マルチストリーム音声再生

CRI Sofdec Wii 開発ツール 高画質ムービー再生
CRI Sofdec PS3 開発ツール 高画質ムービー再生
CRI Sofdec PSP 開発ツール 高画質ムービー再生
救声主 for NINTENDO DS ニンテンドーDS 開発ツール 高音質音声再生
C-TST（CRI Time Stretch Technology） ニンテンドーDS 開発ツール 可変速音声再生
モノプラス ニンテンドーDS 開発ツール モノラル音声の疑似ステレオ化

航海世紀 PC ロールプレイング 対応 アイテム課金 予定 2008年秋
ストリートダンス PC スポーツ 対応 アイテム課金 予定 2008年秋
天子 PC ロールプレイング 対応 アイテム課金 予定 2008年冬
九陰真経 PC ロールプレイング 対応 アイテム課金 未定

 ウェブテクノロジ

発売日プラットフォーム ジャンル

Suzhou Snail Electronic Co., Ltd.

ＣＲＩ・ミドルウェア

マイクロソフト

バンダイナムコゲームス

※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。 5/18
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出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄 発売日ジャンルプラットフォーム

Scaleform GFx PS2 開発ツール 対応 公表しません 発売中

Scaleform GFx PS3 開発ツール 対応 公表しません 発売中

Scaleform GFx Wii 開発ツール 対応 公表しません 発売中

Scaleform GFx Xbox360 開発ツール 対応 公表しません 発売中

Scaleform GFx PSP 開発ツール 対応 公表しません 発売中

Scaleform GFx PC 開発ツール 対応 公表しません 発売中

Scaleform GFx その他 開発ツール 対応 公表しません 発売中

Living Picture Ltd. / SplitFish Ltd. SplitFish FragFX v.2 PS3 周辺機器 　 US$100 予定 2008年11月上旬
3Di ３Dｉ　ＯｐｅｎＳｉｍ その他 OpenSim その他 仮想空間サーバーソフトウェア 対応 予定 2008年10月1日

HD映像無線伝送（ワイヤレスHDMI）システム送信機 その他 その他 未定
HD映像無線伝送（ワイヤレスHDMI）システム受信機 その他 その他
脳波でコントロールする業界初のコンシューマー・ゲームのご紹介 PC その他
脳波でコントロールする業界初のモバイルゲームのご紹介 その他 携帯電話 その他

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 全機種 その他 全ジャンル 未定 19万8000円 評価用 発売中
ワイヤードアイコン PC その他 対応 未定
ハイパーアンカー PC その他 対応 0円 配信中

 ビットアイル ビットアイルiDCサービス その他 その他 データセンター オープン価格 サービス中
GameSyncSoftwares PS3 開発ツール 対応 予定 2008年秋
GameSyncSoftwares Xbox360 開発ツール 対応 予定 2008年秋
GameSyncSoftwares その他 WindowsMobile 開発ツール 対応 予定 2008年秋
ダブルDドッジボール Xbox360 その他 レトロ風ドッジボール 対応 800ポイント MSポイント 配信中
Fine Shot Online(仮) その他 WindowsMobile スポーツ ビリヤード 対応 予定 2008年冬

フォントワークス ゲーム業界向けフォントソリューション「LETS」 その他 Win/Mac 開発ツール フォント 3万7800円 1PC/年 発売中
脳波でコントロールする業界初のコンシューマー・ゲームのご紹介 PC その他
脳波でコントロールする業界初のモバイルゲームのご紹介 その他 携帯電話 その他

モバイルコンテンツコーナー

出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄

ネバーワールドオンライン その他 モバイル5キャリア対応 ロールプレイング 対応 315円/月 配信中
ワールドアイスランジスタ DoCoMo ロールプレイング 対応 380円/月 配信中
アンビションヴィレッジ DoCoMo その他 ミニゲーム集 対応 105～315円/月 105円(メダル4枚)、210円(メダル8枚)、315円(メダル13枚) 配信中
MBC Joo-Mong その他 モバイル ロールプレイング 未定 未定
BBOSHA ‐BBOSHA その他 モバイル パズル 未定 未定
Catch me Mong その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Mini Game Santa その他 モバイル アクション 未定 未定
Dragon Fly その他 モバイル アクション 未定 未定
Mini Game Tour その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
SWAT その他 モバイル アクション 未定 未定
Zoo-Zoo Bowling その他 モバイル スポーツ 未定 未定
Love Project その他 モバイル その他 Board 未定 未定
BUG HUNTER その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Windex その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Submarine その他 モバイル シューティング 未定 未定
Market Tycoon その他 モバイル その他 Tycoon 未定 未定
Cheating その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Baseball その他 モバイル スポーツ 未定 未定
Broadcast Tycoon その他 モバイル その他 Tycoon 未定 未定
Dice BBOSHA その他 モバイル パズル 未定 未定
Stick Adventure その他 モバイル パズル 未定 未定
Rat So Golf その他 モバイル スポーツ 未定 未定
Carrot Korean Playing Card その他 モバイル その他 Board 未定 未定
Horror Korean Playing Card その他 モバイル その他 Board 未定 未定
School Action その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定

インターセーブ 

 ファイン

プラットフォーム ジャンル

ビッツ 

丸紅

発売日

Scaleform Corporation

W&W Communications, Inc.

NeuroSky Inc.

 アンビション

※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。 6/18



「東京ゲームショウ2008」出展タイトル一覧　　　 2008/10/9

出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄 発売日ジャンルプラットフォーム

Beijing2008(Beijing Dreans) その他 モバイル スポーツ 未定 未定
SUDOKU その他 モバイル パズル 未定 未定
TETRA その他 モバイル パズル 未定 未定
World Soccer その他 モバイル スポーツ 未定 未定
Badminton その他 モバイル スポーツ 未定 未定
1943 その他 モバイル シューティング 未定 未定
Ghost Story その他 モバイル パズル 未定 未定
Lunar Story その他 モバイル ロールプレイング 未定 未定
Soul Tears その他 モバイル ロールプレイング 未定 未定
Monster Chase その他 モバイル その他 Tycoon 未定 未定
Spell Guardian(Upcoming) その他 モバイル ロールプレイング 未定 未定
WinGame その他 モバイル パズル 未定 未定
Arcade Park 2 その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Ball Rush 2 その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Black Shark 2 その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Stolen In Sixty Second その他 モバイル シミュレーション 未定 未定
HD Racing その他 モバイル レーシング 未定 未定
Mr. Firefighter その他 モバイル その他 Arcade 未定 未定
Dungeon & Hero その他 モバイル ロールプレイング 未定 未定
Music Revolution その他 モバイル アクション 未定 未定
Cubix その他 モバイル パズル 未定 未定
Come On Baby その他 モバイル その他 Strategy 未定 未定
Stone Age: Vengeance その他 モバイル アクション 未定 未定
Monsters And Magic その他 モバイル パズル 未定 未定
Tetra Rainbow Bricks その他 モバイル パズル 未定 未定
R.A.T.S その他 モバイル アクション 未定 未定
Counter Terrorist Unit その他 モバイル アクション 未定 未定
WWD その他 モバイル アクション 未定 未定
Antopia その他 モバイル アクション 未定 未定
Peng The Guin その他 モバイル アクション 未定 未定
Spot Check その他 モバイル アクション 未定 未定
Ghost Story その他 モバイル パズル 未定 未定
Zombie-Zapster その他 モバイル アクション 未定 未定
1943 Sky War その他 モバイル アクション 未定 未定
Kung Fu Fighters その他 モバイル アクション 未定 未定
Pendekar 3G その他 モバイル アクション 未定 未定
2188 Space Wars その他 モバイル アクション 未定 未定
Alien Attack その他 モバイル アクション 未定 未定
トリトーンシューター DoCoMo シューティング 315円/月 予定 2008年10月上旬
トリトーンキャッチ！ DoCoMo アクション 315円/月 予定 2008年10月上旬
トリトーントランプ Softbank パズル 315円（従量課金) 配信中
計算先生 Softbank その他 105円（従量課金) 配信中
英単語先生 Softbank その他 105円（従量課金) 配信中
トリトーンボンバー DoCoMo パズル 315円/月 予定 2008年10月上旬
トリトーンモバイル DoCoMo ロールプレイング 　 315円/月 予定 2008年10月上旬
トリトーンアラウンド DoCoMo パズル 315円/月 予定 2008年10月上旬
トリトーンネクスト DoCoMo ロールプレイング 315円/月 予定 2008年10月上旬
アクションメカバトル　ヤッターマン Softbank シミュレーション 420円（従量課金) 予定 2008年10月中旬
アルファディアⅡ DoCoMo ロールプレイング 525円（従量課金) 配信中 2008年10月上旬
アスプロス・ゲヘナ Softbank ロールプレイング 525円（従量課金) 配信中 2008年10月上旬
アームド＆ゴーレム Softbank ロールプレイング 525円（従量課金) 配信中
インフィニティクエスト Softbank ロールプレイング 420円（従量課金) 確定 2008年10月15日
アンタイド・ドクサ Softbank ロールプレイング 420円（従量課金) 予定 2008年11月上旬
ソーサリーブレイド Wii Wiiウェア ロールプレイング 1000ポイント （Wiiポイント） 予定 2008年秋
無限ハードル地獄 au スポーツ 未定 84円/1ダウンロード 月額315円（税込） 配信中
ケシポンリミックス au アクション 配信中
積みゲーワンダホー au アクション 配信中

インターセーブ 

KEMCO

 シールズ

クリエイティブ・ブレイン

※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。 7/18
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出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄 発売日ジャンルプラットフォーム

壁避けEX au アクション 配信中
絶対防衛トンガリオン au アクション 配信中
神殿マニア au アクション 配信中
限界パラシュート! au スポーツ 配信中
スケボーパラダイス au スポーツ 配信中
ピッタリ半分ドリンク au アクション 配信中
天空のマリコさん au アクション 配信中
海岸セレブ au アクション 配信中
なすブーの大冒険!!シナリオ3 au ロールプレイング 配信中
チャリ走 DoCoMo アクション 未定 210円/月 発売中
トロッコの達人EX DoCoMo アクション 未定 210円/月 発売中
ポケット☆キャッチャー DoCoMo パズル 未定 210円/月 発売中
スナップルARCADE AGDXVer DoCoMo パズル 未定 210円/月 発売中
クレーン車ゲーム DoCoMo アクション 未定 210円/月 発売中
.HUNTER DoCoMo アクション 未定 210円/月 発売中
フフッフー DoCoMo アクション 未定 210円/月 発売中
ラブマジ DoCoMo アドベンチャー １話のみ100 / 150ポイント 配信中
ラブマジ au アドベンチャー １話のみ100 / 150ポイント 配信中
ラブマジ Softbank アドベンチャー １話のみ100 / 150ポイント 配信中
ケータイスタジオ（携帯電話向けコンテンツサイト運営ツール／コンテンツ・マネジメント・システム） PC 開発ツール 対応 その他 発売中
コミュニティキ－パー（携帯電話向け掲示板等、コミュニティサイト監視ツール） PC その他 対応 その他 未定
エヴァ＆アニメiGAINAX（モバイルサイト） DoCoMo その他 モバイルサイト 対応 210円/月 サービス中
エヴァ＆アニメ@GAINAX（モバイルサイト） その他 au・Softbank その他 モバイルサイト 対応 210～315円/月 サービス中
北斗の拳（モバイルサイト）for SQUARE ENIX その他 au・DoCoMo・Softbank その他 モバイルサイト 対応 315円/月 サービス中
新世紀エヴァンゲリオン　使徒ロックオン！ DoCoMo アクション 対応 配信中
新世紀エヴァンゲリオン　ぷかぷかレイちゃんおつかいすいみんぐ♪ DoCoMo アクション 対応 配信中
新世紀エヴァンゲリオン　ぷかぷかレイちゃんおつかいすいみんぐ♪ Softbank アクション 対応 210円/1ダウンロード もしくは３０日間使用制限あり:１０５円 配信中
新世紀エヴァンゲリオン　暴走!!J.A.を制止せよ DoCoMo アクション 対応 配信中
新世紀エヴァンゲリオン　暴走!!J.A.を制止せよ Softbank アクション 対応 210円/1ダウンロード もしくは３０日間使用制限あり:１０５円 配信中
新世紀エヴァンゲリオン　エヴァンゲリオンスロット DoCoMo その他 対応 配信中
新世紀エヴァンゲリオン　エヴァンゲリオンスロット Softbank その他 対応 210円/1ダウンロード もしくは３０日間使用制限あり:１０５円 配信中
天元突破グレンラガン　お前のドリルで掘り進め!! DoCoMo パズル 対応 配信中
天元突破グレンラガン　お前のドリルで掘り進め!! Softbank パズル 対応 210円/1ダウンロード もしくは３０日間使用制限あり:１０５円 配信中
北斗の拳　世紀末麻雀伝説 北斗 au その他 テーブルゲーム 対応 315円/1ダウンロード 配信中
北斗の拳　世紀末麻雀伝説 北斗 DoCoMo その他 テーブルゲーム 対応 210円/1ダウンロード 配信中
北斗の拳　世紀末麻雀伝説 北斗 Softbank その他 テーブルゲーム 対応 210円/1ダウンロード 配信中
不思議の国の酒場２ au ロールプレイング 315円（従量課金) 予定 2008年冬
不思議の国の酒場２ Softbank ロールプレイング 315円（従量課金) 予定 2008年冬
不思議の国の酒場２ DoCoMo ロールプレイング 315円（従量課金) 予定 2008年冬
不思議の国の鍛冶屋２ au ロールプレイング 315円（従量課金) 予定 2009年　
不思議の国の鍛冶屋２ Softbank ロールプレイング 315円（従量課金) 予定 2009年
不思議の国の鍛冶屋２ DoCoMo ロールプレイング 315円（従量課金) 予定 2009年　
マーセナリーズサーガ２ au ロールプレイング 315円（従量課金) 予定 2009年
マーセナリーズサーガ２ Softbank ロールプレイング 315円（従量課金) 予定 2009年
マーセナリーズサーガ２ DoCoMo ロールプレイング 315円（従量課金) 予定 2009年

一般展示

出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄

蘭島物語　レアランドストーリー　少女の約定 PSP シミュレーション 　 5040円 予定 2009年春
【アークシステムワークスベストセレクション】 ギルティギアジャッジメント PSP その他 ２D対戦格闘 2625円 予定 2008年11月13日

ギルティギア２　オーヴァチュア Xbox360 その他 メーレーアクション 対応 8190円 発売中
ブレイブルー その他 アーケード その他 ２D対戦格闘 予定 2008年11月下旬

プリンセス☆オン☆アイス ニンテンドーDS その他 リズムアクション 　 5040円 予定 2008年12月4日
バトルファンタジア Xbox360 その他 剣と魔法の対戦格闘 対応 6090円 発売中
超熱血高校くにおくん大運動会（仮称） ニンテンドーDS アクション 未定 未定

アークシステムワークス 

スパイシーソフト

CherryQuartz

プラットフォーム ジャンル 発売日

 ライドオンジャパン

 シールズ

メディア・マジック

※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。 8/18
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出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄 発売日ジャンルプラットフォーム

 Another Time Another Leaf　～鏡の中の探偵～　 ニンテンドーDS アドベンチャー 未定 予定 2009年春
おきらくピンポンＷｉｉ その他 Wiiウェア スポーツ 500ポイント 発売中
おきらくエアホッケーＷｉｉ その他 Wiiウェア スポーツ 500ポイント 予定 2008年冬
おきらくパターゴルフＷｉｉ その他 Wiiウェア スポーツ 500ポイント 予定 2008年冬
おきらくすごろくＷｉｉ その他 Wiiウェア スポーツ 500ポイント 予定 2008年冬
おきらくスロットカーＷｉｉ その他 Wiiウェア その他 500ポイント 予定 2008年冬
戦国絵札遊戯 不如帰-HOTOTOGISU- 乱 PSP シミュレーション 対応 5040円 予定 2008年11月　
絶体絶命都市３ －壊れゆく街と彼女の歌－ PSP アドベンチャー 予定 2009年
なりそこない英雄譚～太陽と月の物語～ PSP ロールプレイング 　 予定 2009年冬
みんなでスペランカー PS3 アクション 対応 予定 　冬　
G-MUBOX その他 その他 　 US$75 　
G-TROY その他 その他 US$89
GAME ZONE V その他 その他 US$69
X-WOOFER その他 その他 US$69
剣と魔法と学園モノ。 PSP ロールプレイング 5040円 発売中
天誅 ４ Wii その他 忍者アクション 7140円 予定 2008年10月23日

侍道３ PS3 その他 アクション・アドベンチャー 7770円 予定 2008年11月13日

タイトル未定 PC その他 MMORPG 対応 未定
ダン←ダム ニンテンドーDS ロールプレイング 未定
勇者のくせになまいきだor2 PSP その他 ダンジョン・マネージメント 3,980/税込円 予定 2008年10月16日

剣と魔法とダンジョンモノ。（仮） その他 モバイル ロールプレイング 未定
ととモノ。テニス部！ その他 モバイル スポーツ 未定
ととモノ。ソリティア　クロンダイク その他 モバイル その他 カードゲーム 未定
ととモノ。ならべてけして その他 モバイル パズル 未定
北斗の拳　ラオウ外伝　天の覇王 PSP アクション 未定 5040円 その他 今冬
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 ニンテンドーDS その他 貪欲ゲーム 対応 5040円 予定 2009年2月
キミの勇者 ニンテンドーDS ロールプレイング 5040円 確定 2008年10月23日

ザ・キング・オブ・ファイターズ’９８　アルティメット マッチ Xbox360 Xbox LIVEアーケード その他 対戦格闘 対応 未定
ザ・キング・オブ・ファイターズ　トゥエルブ その他 アーケード その他 対戦格闘 予定 2009年4月
Days of Memories～風舞う都でつかまえて！～ DoCoMo シミュレーション 20pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 配信中
Days of Memories～風舞う都でつかまえて！～ Softbank シミュレーション 315円 配信中
Days of Memories～僕と彼女と古都の恋～ DoCoMo シミュレーション 20pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 配信中
Days of Memories～僕と彼女と古都の恋～ Softbank シミュレーション 315円 配信中
メタルスラッグ マーズパニック DoCoMo その他 アクションシューティング 20pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 配信中
メタルスラッグ マーズパニック Softbank その他 アクションシューティング 315円 配信中
メタルスラッグ ウォーリアーズ au その他 アクションシューティング 315円 配信中
メタルスラッグ ファイターズ au その他 アクションシューティング 315円 配信中
白い花 月に舞う DoCoMo その他 ビジュアルノベル 30pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 配信中
エリカリ 第一章 DoCoMo その他 ビジュアルノベル 10pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 配信中
二度目のキス DoCoMo シミュレーション 20pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 配信中
どきどき魔女神判！ 第１話 DoCoMo アドベンチャー 30pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 配信中
神たま～SNKスロットパニック～ DoCoMo その他 パチスロシミュレータ 20pt ※遊び放題コース（月額315円）はポイント消費なし 配信中
神たま～SNKスロットパニック～ Softbank その他 パチスロシミュレータ 月額315円 配信中
超お父さん２～SNKスロットパニック～ DoCoMo その他 パチスロシミュレータ 20pt ※遊び放題コース（月額315円）はポイント消費なし 配信中
餓狼伝説SPECIAL～SNKスロットパニック～ DoCoMo その他 パチスロシミュレータ 20pt ※遊び放題コース（月額315円）はポイント消費なし 配信中
餓狼伝説SPECIAL～SNKスロットパニック～ Softbank その他 パチスロシミュレータ 月額315円 配信中
シスタークエスト～SNKスロットパニック～ DoCoMo その他 パチスロシミュレータ 20pt ※遊び放題コース（月額315円）はポイント消費なし 配信中
シスタークエスト～SNKスロットパニック～ Softbank その他 パチスロシミュレータ 月額315円 配信中
ザ・キング・オブ・ファイターズ ２００２ アンリミテッド マッチ PS2 その他 対戦格闘 　 予定 2009年
ADK魂 PS2 その他 バラエティ 5040円 予定 2008年12月18日

サムライスピリッツ 六番勝負 PSP その他 剣戟対戦 　 予定 2009年

アークシステムワークス

 アクワイア

SNKプレイモア

ITPIA CO.,LTD

インターチャネル

アイレムソフトウェアエンジニアリング 

※出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
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出展社名 タイトル名／展示物名 オンライン （価格／税込・point） その他用記入欄 発売日ジャンルプラットフォーム

ツキビト ニンテンドーDS アドベンチャー 未定
恋のいろは～もみじ色づく秋～ DoCoMo その他 ビジュアルノベル 20pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 未定 秋
ＫＯＦ検定　めざせカルトクイズ王！ DoCoMo その他 クイズ 30pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 配信中 　
燃えよ！ＫＯＦ大運動会 DoCoMo アクション 30pt ※「アプリ取り放題コース（月額525円）」はポイント消費なし 予定 秋
SPORE PC シミュレーション 対応 オープン価格 確定 2008年9月5日

ぼくとシムのまち　キングダム Wii シミュレーション 6090円 予定 2008年10月30日

ぼくとシムのまち　キングダム ニンテンドーDS シミュレーション 4980円 予定 2008年12月4日

FIFA 09 ワールドクラス サッカー PS3 スポーツ 対応 7665円 予定 2008年11月13日

FIFA 09 ワールドクラス サッカー PSP スポーツ 5040円 予定 2008年11月13日

FIFA 09 ワールドクラス サッカー Xbox360 スポーツ 対応 7665円 予定 2008年11月13日

FIFA 09 ALL-PLAY Wii スポーツ 対応 6090円 予定 2008年11月13日

マーセナリーズ2　ワールド イン フレームス PS3 アクション 対応 7665円 予定 2008年11月20日

マーセナリーズ2　ワールド イン フレームス Xbox360 アクション 対応 7665円 予定 2008年11月20日

ミラーズエッジ PS3 アクション 対応 7665円 予定 2008年12月11日

ミラーズエッジ Xbox360 アクション 対応 7665円 予定 2008年12月11日

ニード・フォー・スピード　アンダーカバー PS3 レーシング 対応 7665円 予定 2008年12月18日

ニード・フォー・スピード　アンダーカバー Xbox360 レーシング 対応 7665円 予定 2008年12月18日

バトルフィールド ヒーローズ(仮） PC シューティング 対応 未定

EA SPORTSTM FIFA Online 2 PC スポーツ 対応 未定

Julius 4.0 PC 開発ツール 対応 その他 N/A (business to business) 発売中
Julius 4.0 Softbank 開発ツール 対応 その他 N/A (business to business) 発売中

芸者東京エンターテインメント 電脳フィギュア　ＡＲｉｓ（アリス） PC その他 対応 予定 2008年秋
ACT体感★ボウリング au その他 315円/月 予定 2008年11月
Bluetooth対戦UNO au その他 315円/月 予定 2009年
DEATH LAND au その他 315円/月 予定 2008年12月25日

DＥMON CHAIN au その他 ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ：315円落としきり/通信対戦：月額315円 予定 2008年11月
Girls★Girls au その他 315円/月 予定 2008年12月25日

Melody of Emotion au その他 予定 2008年冬
TETRIS LEAGUE au その他 315円/月 予定 2009年3月5日
V.R.ﾊﾞｰﾁｬﾚｰｼﾝｸﾞ au その他 315円/月 予定 2008年冬
塊魂モバイル au その他 315円/月 予定 2009年春
ガチンコ★ベースボールMOBiLE au その他 525円/1ダウンロード 配信中
機動戦士ガンダム3D VS EDITION au その他 525円/月 配信中
ストリートファイターZERO2 au その他 525円/1ダウンロード 配信中
対戦パズルボブル ～日ｘ韓MIX～ au その他 525円/1ダウンロード 予定 2008年冬
デカスポルタMOBILE au その他 525円/1ダウンロード 予定 2008年冬
─どこでもいっしょ─トロとレッツ学校！ au その他 315円/月 予定 2008年冬
ドラゴンボール×ワンピース　スーパーBTバトル au その他 参考出展
バイオハザード ディジェネレーション au その他 予定 2008年冬
みんなのGOLF モバイル２ au その他 525円/月 配信中
モバイル・パワフルプロ野球VS! 公式ライセンス版2008 au その他  [ウリキリコース] 単一課金525円[月額コース] 月額課金315円+月額課金105円 予定 2008年11月
桃太郎電鉄WORLD対戦版 au その他 315円/月 未定
ヤッターマン×ボンバーマン au その他 525円/1ダウンロード 予定 2008年冬
勇者のくせになまいきだ。そして携帯へ・・・ au その他 未定
リアルサッカー2009 3D au その他 525円/1ダウンロード 予定 2008年冬
リズミカル リスモ！ au その他 315円/月 予定 2009年2月5日
シンプルポーチDSLite ニンテンドーDS 周辺機器 880円 発売中
液晶保護シーﾄDSLite ニンテンドーDS 周辺機器 714円 発売中
液晶保護シーﾄDSLite：下画面用 ニンテンドーDS 周辺機器 400円 発売中
カードケース12DS ニンテンドーDS 周辺機器 800円 発売中
カードケース6DS ニンテンドーDS 周辺機器 473円 予定 2008年
タッチペングリップDSLite ニンテンドーDS 周辺機器 315円 予定 2008年

Ex Machina

ゲームテック

エレクトロニック・アーツ

KDDI

SNKプレイモア

※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。 10/18
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クリスタルシェルDSLite ニンテンドーDS 周辺機器 1029円 予定 2008年

プロテクトシェルDSLite ニンテンドーDS 周辺機器 1344円 予定 2008年

すべらなシートDSLite ニンテンドーDS 周辺機器 680円 発売中

データ転送USBケーブルP3 PSP 周辺機器 609円 予定 2008年秋

ディスクケースP3 PSP 周辺機器 380円 予定 2008年秋

ディスクケース8P3 PSP 周辺機器 714円 予定 2008年秋

EVAポーチP3 PSP 周辺機器 980円 予定 2008年秋

シンプルポーチP3 PSP 周辺機器 980円 予定 2008年秋

目にラクシートP3 PSP 周辺機器 609円 予定 2008年秋

カナルイヤホンP3 PSP 周辺機器 1050円 予定 2008年秋

よごれなシーﾄP3 PSP 周辺機器 500円 予定 2008年秋

クリスタルシェルP3 PSP 周辺機器 1260円 予定 2008年秋

D端子ケーブルP3 PSP 周辺機器 1995円 予定 2008年秋

S端子+AVケーブルP3 PSP 周辺機器 1480円 予定 2008年秋

くるくるダブルUSBケーブルP3 PSP 周辺機器 980円 予定 2008年秋

シリコンプロテクタP3 PSP 周辺機器 980円 予定 2008年秋

ほこり入れま栓P3 PSP 周辺機器 480円 予定 2008年秋

フレキシブルホルダーP3 PSP 周辺機器 1480円 予定 2008年秋

プライバシートP3 PSP 周辺機器 980円 予定 2008年秋

エクストラパッドP3 PSP 周辺機器 580円 予定 2008年秋

イージーグリップP3 PSP 周辺機器 980円 予定 2008年秋

テレビｄｅポータブルP2 PSP 周辺機器 8190円 発売中

リモコンユニットＰ3 PSP 周辺機器 1480円 予定 2008年秋

ワンタッチｄｅシェードP3 PSP 周辺機器 1680円 予定 2008年秋

ソフトポーチP3 PSP 周辺機器 714円 予定 2008年秋

スタンドチャージャーP3 PSP 周辺機器 1260円 予定 2008年秋

ＵＳＢ接続ケーブル PS3 周辺機器 680円 発売中

D端子+音声ケーブル PS3 周辺機器 1880円 発売中

ＨＤＭＩケーブル3 PS3 周辺機器 2980円 発売中

Ｓ端子+ＡＶケーブル PS3 周辺機器 1029円 発売中

Ｗｉ-Ｆｉ　ＵＳＢアダプタ2 その他 周辺機器 4200円 発売中

Ｗｉ-Ｆｉゲームルータ その他 周辺機器 8800円 発売中

マイクロス その他 周辺機器 525円 発売中

4機種対応モバイルＡＣアダプタ その他 周辺機器 2730円 発売中

和彩美：ハードカバーDSLite（仮称） ニンテンドーDS 周辺機器 未定

和彩美：ハードカバーP（仮称） PSP 周辺機器 未定

和彩美：シリコンカバーDSLite（仮称） ニンテンドーDS 周辺機器 未定

和彩美：シリコンカバーP（仮称） PSP 周辺機器 未定

和彩美：デコシートDSLite（仮称） ニンテンドーDS 周辺機器 未定

和彩美：デコシートP（仮称） PSP 周辺機器 未定

和彩美：デコシートXB360（仮称） Xbox360 周辺機器 未定

和彩美：デコシートPS3（仮称） PS3 周辺機器 未定

和彩美：デコシートPS2（仮称） PS2 周辺機器 未定

和彩美：ポーチDSLite（仮称） ニンテンドーDS 周辺機器 未定

和彩美：ポーチP（仮称） PSP 周辺機器 未定

和彩美：巾着型ポーチDSLite（仮称） ニンテンドーDS 周辺機器 未定

和彩美：巾着型ポーチP（仮称） PSP 周辺機器 未定

和彩美：セミハードケースDSLite（仮称） ニンテンドーDS 周辺機器 未定

和彩美：セミハードケースP（仮称） PSP 周辺機器 未定

和彩美：カードホルダーDS（仮称） ニンテンドーDS 周辺機器 未定

和彩美：ディスクホルダーP（仮称） PSP 周辺機器 未定

和彩美：カバーDSLite（仮称） ニンテンドーDS 周辺機器 未定

和彩美：カバーP（仮称） PSP 周辺機器 未定

ぺこぱに～はらぺこぱにっく～ PC シューティング 未定 1500円 予定 2008年11月中旬

未定 PC シミュレーション 未定 未定 2009年5月上旬
工房稲妻組

ゲームテック

※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。 11/18
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真・三國無双 MULTI RAID PSP アクション 対応 予定 今冬
采配のゆくえ ニンテンドーDS アドベンチャー 　 5040円 予定 2008年10月23日

モンスター☆レーサー ニンテンドーDS アクション 対応 予定 今冬
真・三國無双５ Special PS2 アクション 7140円 確定 2008年10月2日
ジーワン ジョッキー Wii 2008 Wii アクション 対応 6090円 確定
ネオ アンジェリーク Special PSP アドベンチャー 5040円 確定
無双OROCHI 魔王再臨 PSP アクション 対応 5544円 予定 2008年11月27日

信長の野望 Online PC ロールプレイング 対応 1260円 30日 サービス中
信長の野望 Online PS2 ロールプレイング 対応 1260円 30日 サービス中
大航海時代 Online PC ロールプレイング 対応 1575円 30日 サービス中
三國志 Online PC ロールプレイング 対応 1575円 30日 サービス中
真・三國無双 Online PC アクション 対応 無料 アイテム課金 サービス中
Zill O'll ～infinite plus～ PSP ロールプレイング 　 5040円 予定 2008年12月25日

真・三國無双５ Empires PS3 アクション
costy ヨルユメノサクラ PC アドベンチャー 未定 予定 2009年春　

幻想水滸伝ティアクライス ニンテンドーDS ロールプレイング 対応 未定
ワールドサッカーウイニングイレブン２００９ PS3 Xbox360 スポーツ サッカー 対応 7980円 確定 2008年11月27日

クイズマジックアカデミーDS ニンテンドーDS その他 コミュニケーションクイズ 対応 5250円 発売中
とんがりボウシと魔法の365にち ニンテンドーDS その他 コミュニケーション 対応 4800円 確定 2008年11月13日

METAL GEAR ONLINE PS3 アクション タクティカル・エスピオナージ・アクション 対応 1800円 発売中
悪魔城ドラキュラ　奪われた刻印 ニンテンドーDS アクション 対応 5250円 確定 2008年10月23日

悪魔城ドラキュラ　ジャッジメント Wii アクション 対戦アクション 対応 予定 2008年冬
SILENT HILL HOMECOMING PS3 アドベンチャー 未定 予定 2008年冬
SILENT HILL HOMECOMING Xbox360 アドベンチャー 未定 予定 2008年冬
カオティックエデン PC Windows XP/Windows VISTA その他 ダンジョンRPG 専用 基本無料　 アイテム課金 予定 2009年春
クイズマジックアカデミーmobile3 DoCoMo その他 オンライン対戦クイズ 対応 315円 月額315円+プレイ課金（１プレーにつき20円相当のポイントを使用） 配信中 2008年7月16日
麻雀格闘倶楽部mobile2 DoCoMo その他 オンライン対戦4人打ち麻雀 対応 315円 月額315円+プレイ課金（１プレーにつき30円相当のポイントを使用） 予定 2008年10月
モバイル・パワフルプロ野球VS! 公式ライセンス版2008 au スポーツ 　 315円      [月額コース] 　月額課金420円[ウリキリコース]　単一課金525円 予定 2008年12月
サクセス大学野球編シナリオ２　あかつき大学・官僚大学 DoCoMo スポーツ 　 315円 月額課金315円 配信中 2008年9月25日
モバイル･パワフルプロ野球MEGA-X DoCoMo スポーツ 　 315円 月額課金315円 予定 2008年12月
ジーデータ・インターネットセキュリティ PC その他 オンラインゲームセキュリティ 対応 7140円 （１ユーザー版） 発売中
ジーデータ・トータルケア PC その他 オンラインゲームセキュリティ 対応 8190円 （１ユーザー版） 発売中
Wiiウェア最強銀星将棋 Wii その他 テーブル 500 Wiiポイント 配信中
Wiiウェア最強銀星囲碁 Wii その他 テーブル 500 Wiiポイント 配信中
Wiiウェア最強銀星チェス Wii その他 テーブル 500 Wiiポイント 配信中
Wiiウェア最強銀星リバーシ Wii その他 テーブル 500 Wiiポイント 配信中
Wiiウェア最強銀星麻雀 Wii その他 テーブル 500 Wiiポイント 予定
Wiiウェア最強銀星五目並べ Wii その他 テーブル 500 Wiiポイント 予定
世界最強銀星囲碁8 PC その他 テーブル 対応 1万3440円 発売中
世界最強銀星将棋7 PC その他 テーブル 対応 1万290円 発売中
遊んで囲碁が強くなる！銀星囲碁 ニンテンドーDS その他 テーブル 4980円 発売中
遊んで囲碁が強くなる！銀星将棋 ニンテンドーDS その他 テーブル 4980円 発売中
最強銀星モバイル（ダウンロード課金） au その他 テーブル 対応 210～315円/1ダウンロード 配信中
最強銀星モバイル（月額課金） au その他 テーブル 315円/月 配信中
○●銀星囲碁★将棋 DoCoMo その他 テーブル 315円/月 配信中
銀星囲碁・将棋S！アプリ Softbank その他 テーブル 210～315円/1ダウンロード 配信中
銀星テーブルゲームズWii Wii その他 テーブル 3990円 予定 2008年10月23日

ハチワンダイバーDS ニンテンドーDS その他 テーブル 予定 2009年春
ハチワンダイバーWiiウェア Wii その他 テーブル 予定 2009年春

コーエー

G DATA Software 

KONAMI

 シルバースタージャパン

※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。 12/18
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龍が如く3 PS3 その他 アクションアドベンチャー 　 予定 2009年春
428 ～封鎖された渋谷で～ Wii その他 サウンドノベル 　 7140円 確定 2008年12月4日
ソニック ワールドアドベンチャー PS3 その他 超音速＆パワフルアクションアドベンチャー 　 7140円 確定 2008年12月18日

ソニック ワールドアドベンチャー Xbox360 その他 超音速＆パワフルアクションアドベンチャー 　 7140円 確定 2008年12月18日

カルドセプトDS ニンテンドーDS その他 トレーディングカード・ボードゲーム 対応 5040円 確定 2008年10月16日

無限航路 ニンテンドーDS ロールプレイング 未定 予定 2009年春
ブレイザードライブ ニンテンドーDS その他 MYSTICKERバトルRPG 対応 5229円 確定 2008年12月4日
不思議のダンジョン 風来のシレンDS2 ～砂漠の魔城～ ニンテンドーDS その他 ダンジョンRPG 未定 5040円 確定 2008年11月13日

サカつくDS タッチandダイレクト ニンテンドーDS その他 スポーツシミュレーション 5229円 確定 2008年11月27日

涼宮ハルヒの直列 ニンテンドーDS その他 非日常 直列アドベンチャー 未定 予定 2009年春
涼宮ハルヒの並列 Wii アドベンチャー 非日常 並列アドベンチャー 未定 予定 2009年春
BLEACH バーサス・クルセイド Wii その他 3Dマルチ対戦アクション 7140円 確定 2008年12月18日

セブンスドラゴン ニンテンドーDS ロールプレイング 予定 2009年春
初音ミク ‐Project DIVA‐（仮称） PSP その他 リズムアクション 予定 2009年
シャイニング・フォース フェザー ニンテンドーDS その他 爽快シミュレーションRPG 予定 2009年春
BAYONETTA PS3 アクション 未定 予定 2009年
BAYONETTA Xbox360 アクション 未定 予定 2009年
ファンタシースターポータブル PSP ロールプレイング 対応 5040円 発売中
ガーネット クロニクル ～紅輝の魔石～ PSP ロールプレイング 　 5040円 確定 2008年10月23日

インターネットアドベンチャー PC その他 対応 予定 2008年
ファンタシースターZERO ニンテンドーDS その他 コミュニケーションRPG 対応 5040円 確定 2008年12月25日

シューティング ラブ。 200X Xbox360 シューティング 7140円 予定 2009年
Hula Wii フラで始める　美と健康！ Wii その他 フラ 5040円 確定 2008年10月30日

ソルフェージュ～Sweet harmony～ PSP その他 ミュージックアドベンチャー 6090円 限定版8,190円 予定 2008年12月18日

ミマナ　イアルクロニクル PSP ロールプレイング 6090円 予定 今冬　
零・超兄貴 PSP シューティング 6090円 限定版7,140円 予定 2009年　　
プリンセス☆オン☆アイス ニンテンドーDS その他 夢見るスケートリズムアクション 　 5040円 確定 2008年12月4日
RACE DRIVER GRID（レース ドライバー グリッド） PS3 レーシング 対応 7140円 予定 今冬
RACE DRIVER GRID（レース ドライバー グリッド） Xbox360 レーシング 対応 7140円 予定 今冬
智代アフター～It’s a Wonderful Life～CS Edition PSP その他 恋愛アドベンチャー 未定 今冬
セインツ・ロウ２ PS3 アクション クライムアクション 対応 7140円 予定 2008年12月4日
ソニックと暗黒の騎士 Wii その他 超高速騎士道アクション 　 予定 2009年春
レッツタップ Wii その他 タップアクション 　 5040円 予定 2008年12月
レッツキャッチ その他 Wiiware その他 体感スポーツ 1000ポイント Wiiポイント 予定 2008年12月
ITEM GETTER ～僕らの科学と魔法の関係～ ニンテンドーDS その他 魔法科学アドベンチャーRPG 予定 2009年春　
キモかわＥ！ ニンテンドーDS その他 コミカルしつけアドベンチャー 5040円 限定版￥7,140 予定 2009年冬　
ケツイ ～絆地獄たち～ EXTRA Xbox360 シューティング 対応 7140円 予定 　冬　
ナイツ イン ザ ナイトメア ニンテンドーDS その他 アクティブ＆タクティカルRPG 　 6090円 発売中 2008年9月25日
怒首領蜂 大往生・ブラックレーベル EXTRA Xbox360 シューティング 対応 7140円 確定 2008年12月25日

忍たま乱太郎（仮題） ニンテンドーDS その他 忍術トレーニング 　 予定 2009年春
クッキングママ2たいへん!!ママはおおいそがし! Wii アクション 未定 6090円 確定 2008年12月4日
ガーデニングママ ニンテンドーDS アクション 未定 5040円 予定 　冬
スペースパズルボブル ニンテンドーDS アクション 対応 3990円 確定 2008年12月18日

『鉄道ゼミナール－大手私鉄編－』 ニンテンドーDS その他 教養 　 5040円 予定 　冬
ガールアームズ その他 Mobile Game シミュレーション 未定 300円 予定 2009年1月下旬
三国群英伝 その他 Mobile Game シミュレーション 未定 300円 予定 2009年1月下旬
イカルス その他 Mobile Game シューティング 未定 300円 予定 2009年1月下旬
三国時代 その他 Mobile Game その他 Real-Time Strategy 未定 300円 予定 2009年1月下旬
音魂不散 その他 各携帯機種開発対応 パズル 　
Shit　War その他 各携帯機種開発対応 シューティング 　
美味しい関係大挑戦 その他 各携帯機種開発対応 パズル 　
株投資マースター その他 各携帯機種開発対応 パズル 　

Gemmy Planet, Inc.

タイトー

セガ

Goldrock.Inc. 

※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。 13/18
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神々パズル その他 各携帯機種開発対応 パズル 　
西遊記ー天宮大乱闘 その他 各携帯機種開発対応 ロールプレイング 　
娘大変身、お願いデート手伝って その他 各携帯機種開発対応 シミュレーション 　
熟語風雲 その他 各携帯機種開発対応 パズル
恋愛達人 その他 各携帯機種開発対応 シミュレーション

トップガン Softbank シューティング 未定 300円/1ダウンロード 配信中
フルメタル　三国 Softbank アクション 未定 300円/1ダウンロード 予定 2008年冬

Lager Network Technologies Inc. KING of KINGS 3 PC online game ロールプレイング 対応 無料 アイテム課金 予定 2008年12月
Hide and Seek PC アクション 対応 未定
Ludo PC パズル 対応 未定
Snooked PC スポーツ 対応 未定
エルアーク DoCoMo au/SoftBank ロールプレイング 対応 基本プレイ無料 配信中
ロードクエスト DoCoMo au/SoftBank ロールプレイング 対応 基本プレイ無料 配信中
釣りゲータウン DoCoMo au/SoftBank スポーツ 対応 基本プレイ無料 配信中
ザ・コンビニ　ネットバトル for モバゲータウン DoCoMo シミュレーション 対応 基本プレイ無料 今冬サービス開始予定 予定
エレメンタルモンスター DoCoMo au その他 カードバトル 対応 基本プレイ無料 配信中
モバカジノ DoCoMo au その他 テーブル 対応 ウェルカムコイン100コインまで無料 配信中
マスターオブファンタジア DoCoMo ロールプレイング 対応 基本プレイ無料 配信中
ラストガーディアンオンライン DoCoMo ロールプレイング 対応 基本プレイ無料 今春サービス開始予定 予定 　　
エルヴァリエ～魔石の守護者～ DoCoMo ロールプレイング 対応 基本プレイ無料 今冬サービス開始予定 予定
モバゲーフロンティア DoCoMo au/SoftBank その他 対応 基本プレイ無料 今冬サービス開始予定 予定
デコデコタウン DoCoMo au/SoftBank その他 対応 基本プレイ無料 今冬サービス開始予定 予定
マスターオブエピック　ザ ダンジョンエイジ DoCoMo ロールプレイング 対応 基本プレイ無料 今冬サービス開始予定 予定
不思議のダンジョン 風来のシレンMOBA DoCoMo ロールプレイング 対応 基本プレイ無料 今冬サービス開始予定 予定 　　
かまいたちの夜 DoCoMo その他 サウンドノベル 　 基本プレイ無料 未定
クーガグランプリ（仮） DoCoMo ロールプレイング 対応 無料 未定
太鼓の達人 foｒ モバゲータウン DoCoMo その他 音楽ゲーム 　 無料 配信中
レイトン教授と死鏡の館 DoCoMo アドベンチャー 　 無料 予定 2008年10月28日

RIZ-ZOAWD ニンテンドーDS ロールプレイング 予定 2009年1月1日
ガリレオ ニンテンドーDS アドベンチャー 3990円 予定 2008年10月23日

はじめの一歩 THE FIGHTING!　DS ニンテンドーDS アクション 5040円 予定 2008年12月4日
UNKNOWN SOLDIER ～木馬の咆哮～ ニンテンドーDS アクション 5040円 予定 2008年10月2日
マジカル頭脳パワー!! DS ニンテンドーDS その他 クイズ 3990円 予定 2008年冬

 SIMPLE DSシリーズ Vol.43　THE ホストしようぜ！ ～ＤＸナイトキング～ ニンテンドーDS アドベンチャー 2800円 予定 2008年冬
SIMPLE DSシリーズ Vol.44　THEギャル麻雀 ニンテンドーDS その他 ギャル麻雀 2800円 予定 2008年9月25日
SIMPLE DSシリーズ Vol.45　THE 密室からの脱出２ ニンテンドーDS アドベンチャー 2800円 予定 2008年11月

  SIMPLE DSシリーズ Vol.46 THE 秘境探検隊～超常スペシャル「驚異！人類未踏の世界各地に謎の未確認生物は存在した!!」～ ニンテンドーDS シミュレーション 2800円 予定 今冬
VitaminY ニンテンドーDS その他 ビタミン補給系ミニゲーム集 4410円 予定 2008年10月30日

幕末恋華・新選組 ＤＳ ニンテンドーDS アドベンチャー 4410円 限定版：￥6,510（税込） 予定 2008年11月27日

パズルクエスト　～アガリアの騎士～ PS3 パズル 対応 1500円 予定 2008年
@SIMPLEシリーズ Vol.1　THE ブロックくずしneo Wii その他 ブロックくずし 対応 500ポイント 予定 2008年10月
@SIMPLEシリーズVol.2 THEナンバーパズルneo Wii その他 ナンバーパズル 対応 500ポイント 予定 2008年11月
THE セクシー四人打ち麻雀 その他 DoCoMo,Softbankに対応 その他 テーブルゲーム 315円 配信中
Z.P.F.アンナ　～お姉チャンバラ特別編～ DoCoMo シューティング 315円 配信中
THE オセロ・クエスト その他 DoCoMo,Softbankに対応 その他 テーブルゲーム 105円 配信中
THE 脱出シリーズ DoCoMo アドベンチャー 105円 配信中
部室で抱きしめて その他 DoCoMo,au,Softbankに対応 アドベンチャー 315円 予定 2008年11月
危険なマイ★アイドル その他 DoCoMo,au,Softbankに対応 アドベンチャー 315円 配信中
こちら胸キュン乙女 その他 DoCoMo,au,Softbankに対応 アドベンチャー 315円 配信中
どこでもクター その他 DoCoMo,Softbankに対応 その他 バラエティ 315円 配信中
THE セクシー花札～艶花街～ その他 DoCoMo,Softbankに対応 その他 テーブルゲーム 315円 配信中
テイクアウトDSシリーズ　Vol.1　鉄道データファイル ニンテンドーDS その他 データベース 予定 2008年12月

Joymaster

Tata Elxsi Limited

Goldrock.Inc. 

ディー・エヌ・エー

 ディースリー・パブリッシャー

※出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
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テイクアウトDSシリーズ　Vol.2　にっぽんの野鳥大図鑑 ニンテンドーDS その他 データベース 予定 2008年12月
ヴァンパイア騎士（ナイト）DS ニンテンドーDS シミュレーション 5200円 限定版：￥7,200（税込） 予定 2008年12月25日

必勝パチンコ★パチスロ攻略シリーズ DS Vol.3　ＣＲ 新世紀エヴァンゲリオン～約束の時～ ニンテンドーDS シミュレーション 予定 2008年12月4日
必勝パチンコ★パチスロ攻略シリーズ Vol.13　ＣＲ 新世紀エヴァンゲリオン～約束の時～ PS2 シミュレーション 予定 2008年12月18日

地球防衛軍３ MOBILE DoCoMo シューティング 未定
テイジイエル企画 この青空に約束を―　てのひらのらくえん PSP アドベンチャー 未定 予定 2009年春

ノスタルジオの風 ニンテンドーDS その他 5800円 確定 2008年11月6日
 DS 西村京太郎サスペンス2新探偵シリーズ 金沢・函館・極寒の峡谷 復讐の影 ニンテンドーDS その他 サスペンス 3990円 確定 2008年11月13日

アルゴスの戦士 マッスルインパクト Wii アクション 　 未定 2008年
あいのり★ラブワゴン DoCoMo その他  恋愛コミュニケーションネットワークゲーム 対応 315円  追加ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 105円、315円、525円、1050円 配信中
あいのり★ラブワゴン au その他  恋愛コミュニケーションネットワークゲーム 対応 315円  追加ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 105円、315円、525円、1050円 配信中
あいのり★ラブワゴン Softbank その他  恋愛コミュニケーションネットワークゲーム 対応 315円  追加ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 105円、315円、525円、1050円 予定 2008年10月1日
親子で遊べるDS絵本 うっかりペネロペ ニンテンドーDS その他 タッチ絵本 4410円 発売中

トランスコスモス meet-me PC その他 ３Dインターネット 対応 0円 配信中
はたらくヒト Wii アクション 　 5040円 予定 2008年11月27日

カラオケJOYSOUND Wii Wii その他 家庭用通信カラオケ 対応 6090円 予定 2008年12月11日

Tetris Party Wii パズル 対応 1200ポイント 予定 2008年10月　
桃太郎電鉄20周年 ニンテンドーDS その他 ボードゲーム 対応 5229円 予定 2008年12月18日

カスタムバトラー ボンバーマン ニンテンドーDS アクション 対応 5040円 予定 2008年12月4日
萌える麻雀 もえじゃん！ PSP その他 テーブルゲーム 5040円 予定 2008年10月23日

ボンバーマンオンライン Japan PC windows XP,vista アクション オンラインゲーム 対応 無料（アイテム課金） サービス中
Catch The Egg その他 iphone スポーツ 450円 配信中
スカイ・クロラ　イノセン・テイセス Wii シューティング ドラマチックフライトシューティング 7140円 予定 2008年10月16日

プロゴルファー猿 Wii スポーツ バラエティーゴルフ 6090円 予定 2008年10月23日

大怪獣バトル　ウルトラコロシアム Wii アクション 怪獣激突アクション 6090円 予定 2008年10月16日

ハッピーダンスコレクション Wii その他 なりきりダンスゲーム 6090円 予定 2008年10月23日

太鼓の達人Wii（仮） Wii アクション 和太鼓リズムアクション 未定
ことばのパズル　もじぴったんWii デラックス Wii パズル 知的好奇心くすぐり系パズルゲーム 対応 3990円 予定 2008年11月27日

ファミリースキー　ワールドスキー＆スノーボード（仮） Wii スポーツ ゲレンデ体験スキー＆スノーボード（仮） 未定
FRAGILE　～さよなら月の廃墟～ Wii ロールプレイング 廃墟探索RPG 予定 冬
風のクロノア　ｄｏｏｒ　ｔｏ　ｐｈａｎｔｍｉｌｅ Wii アクション アクション（仮） 4800円 予定 2008年12月4日
NARUTO-ナルト-　ナルティメットストーム PS3 アクション 忍道対戦アクション 予定 冬
ガンダム無双２ PS3 アクション タクティカルアクション 未定 7800円 予定 2008年12月4日
ガンダム無双２ Xbox360 アクション タクティカルアクション 未定 7800円 予定 2008年12月4日
ガンダム無双２ PS2 アクション タクティカルアクション 未定 6800円 予定 2008年12月4日
機動戦士ガンダム00　ガンダムマイスターズ PS2 アクション ドラマティックアクション 6800円 予定 2008年10月16日

アイドルマスターＳＰ パーフェクトサン PSP シミュレーション アイドルプロデュース 5040円 予定 2009年1月22日
アイドルマスターＳＰ ワンダリングスター PSP シミュレーション アイドルプロデュース 5040円 予定 2009年1月22日
アイドルマスターＳＰ ミッシングムーン PSP シミュレーション アイドルプロデュース 5040円 予定 2009年1月22日
テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー2 PSP ロールプレイング 君のためのRPG 未定 予定 冬
ドラゴンボールＺ　インフィニットワールド PS2 アクション マルチアクション 7140円 予定 冬
マクロスエースフロンティア PSP アクション ３Dアクション 5040円 予定 2008年10月9日
機動戦士ガンダム　ガンダムvs.ガンダム PSP アクション チームバトルアクション 5040円 予定 2008年11月20日

ドラゴンボールＤＳ ニンテンドーDS アクション アクションアドベンチャー 5040円 確定 2008年9月18日
ソウルイーター　メデューサの陰謀 ニンテンドーDS アクション タッチペン共鳴アクション 5040円 予定 2008年10月23日

デスティニーリンクス ニンテンドーDS アクション 共有アクションＲＰＧ 対応 予定 冬
Dr.スランプ アラレちゃん ニンテンドーDS アドベンチャー アドベンチャー 5040円 予定 2008年10月30日

アンパンマンとタッチでわくわくトレーニング(仮) ニンテンドーDS その他 幼児教育トレーニングソフト 予定 冬
たまごっちのキラキラおみせっち ニンテンドーDS その他 あこがれのおしごとたいけん 5040円 予定 2008年11月27日

 Ｙｅｓ！プリキュア5ＧＯＧＯ！全員しゅーＧＯ！ドリームフェスティバル ニンテンドーDS アクション なりきりアクション 5040円 予定 2008年10月30日

スーパーロボット大戦Ｚ PS2 シミュレーション シミュレーションロールプレイング 8379円 予定 2008年9月25日

テクモ

 　ハドソン

バンダイナムコゲームス

ディースリー・パブリッシャー

※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。 15/18
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テイルズ オブ ハーツ アニメムービーエディション ニンテンドーDS ロールプレイング 心と出会うRPG 6650円 予定 2008年12月11日

テイルズ オブ ハーツ CGムービーエディション ニンテンドーDS ロールプレイング 心と出会うRPG 6650円 予定 2008年12月11日

銀河英雄伝説 PC  WindowsR XP SP2/Vista（日本語版対応） シミュレーション リアルタイム・ウォーシミュレーションゲーム 対応 9240円 数量限定版：１１，３４０円 予定 2008年10月16日
 ワンピース　アンリミテッドクルーズエピソード１　波に揺れる秘宝 Wii アクション アクションアドベンチャー 6090円 発売中 2008年9月11日

Galaga Legions Xbox360 シューティング アーケード・アクション 800ポイント 確定 2008年8月20日
キャッスルクラッシャーズ Xbox360 アクション Beat'em Up 対応 1200ポイント 発売中
エイリアンホーミニッドＨＤ Xbox360 アクション 2D Shooter 対応 800ポイント 発売中
iWear VR920 PC 周辺機器 対応 5万9900円 発売中 2007年秋中旬
iWear AV920 その他 AV機器全般 周辺機器 未定 4万9900円 発売中 2007年冬上旬
iWear VR1440 PC 周辺機器 対応
iWear 230 XL その他 AV機器全般 周辺機器 未定
天誅 ４ Wii アクション 未定 7140円 確定 2008年10月23日

ニンジャブレイド Xbox360 アクション 未定 未定 2009年　
アーマード・コア　フォーアンサー その他 Xbox360/PS3 アクション 対応 7140円 発売中 　　
シャドウアサルト～天誅 Xbox360 LIVEアーケード パズル 対応 800ポイント マイクロポイント 予定 2008年10月8日
己の信ずる道を征け PSP パズル 未定 未定
犬神家の一族 ニンテンドーDS アドベンチャー 　 予定 2009年1月
Myths & Heroes/Tianjiao PC ロールプレイング 対応
Kingdom Tales PC ロールプレイング 対応
Metal Knight PC シューティング

World of Kung Fu PC ロールプレイング 対応 サービス中
Loong PC ロールプレイング 対応 予定 2008年
Crazy Party PC その他 対応 予定 2008年

XnetSoft Inc. iHam PC その他 対応 サービス中
アークライズ ファンタジア Wii ロールプレイング 予定 今冬
アヴァロンコード ニンテンドーDS ロールプレイング 対応 5229円 予定 2008年10月16日

ルーンファクトリー フロンティア Wii ロールプレイング 7140円 予定 2008年11月27日

朧村正妖刀伝（仮題） Wii アクション 未定
王様物語 Wii ロールプレイング 未定
家庭教師ヒットマン REBORN! 禁断の闇のデルタ Wii アクション 対応 7329円 予定 2008年11月20日

家庭教師ヒットマン REBORN! 禁断の闇のデルタ PS2 アクション 7329円 予定 2008年11月20日

純情ロマンチカ ～恋のドキドキ大作戦～ PS2 アドベンチャー 7329円 限定版：9429円 予定 2008年11月27日

ゼロの使い魔 迷子の終止符と幾千の交響曲 PS2 アドベンチャー 7329円 限定版：9429円 予定 2008年10月23日

一騎当千 Eloquent Fist PSP アクション 5229円 限定版：9429円 予定 2008年10月2日
To LOVEる-とらぶる-　ドキドキ！臨海学校編 PSP アドベンチャー 5229円 限定版：7329円 予定 2008年10月2日
赤川次郎ミステリー 月の光 ―沈める鐘の殺人― ニンテンドーDS アドベンチャー 3990円 予定 2008年11月6日
牧場物語 わくわくアニマルマーチ Wii シミュレーション 対応 7140円 予定 2008年10月30日

ヴァルハラナイツ エルダールサーガ Wii ロールプレイング 予定 2009年
牧場物語 ようこそ！風のバザールへ ニンテンドーDS シミュレーション 対応 5040円 予定 2008年12月18日

PostPet DS（仮） ニンテンドーDS その他 対応 予定 2009年
ルミナスアーク ドリームキュア DoCoMo シミュレーション 未定
ディシプリン 調律帝国の誕生 Wii WiiWare アドベンチャー 予定 2009年
FableR II Xbox360 ロールプレイング アクション RPG 対応 7140円 確定 2008年12月18日

バンジョーとカズーイの大冒険 : ガレージ大作戦 Xbox360 アクション アクション アドベンチャー 対応 6090円 確定 2008年12月11日

ラスト レムナント™ Xbox360 ロールプレイング 未定 8190円 確定 2008年11月20日

スターオーシャンR４　THE LAST HOPE™ Xbox360 ロールプレイング 未定 未定 2009年春
BIOHAZARD 5 Xbox360 アクション サバイバルホラー 対応 確定 2009年3月12日
STREET FIGHTER IV Xbox360 その他 対戦格闘 対応 未定
BIONIC COMMANDO Xbox360 アクション 新世代スウィングアクション 対応 未定
ガンダム無双２ Xbox360 アクション タクティカルアクション 未定 7800円 確定 2008年12月18日

ワールドサッカーウイニングイレブン2009シリーズ Xbox360 スポーツ スポーツ/サッカー 対応 確定 2008年11月27日

マイクロソフト

The Behemoth

The Object Software group

Tengren Information Technology Co., Ltd

フロム・ソフトウェア

バンダイナムコゲームス

Vuzix Corporation

マーベラスエンターテイメント 

※出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
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オトメディウスG（ゴージャス！） Xbox360 シューティング 未定 6,980円 未定
サイレントヒル　ホームカミング Xbox360 その他 サバイバルホラー 未定 未定 冬
NINJA BLADE Xbox360 アクション 未定 未定 2009年
Fallout 3 Xbox360 ロールプレイング 未定 7980円 確定 2008年12月4日
H.A.W.X. Xbox360 シューティング 未定 未定 2008年
Far CryR 2 Xbox360 シューティング 対応 7329円 確定 2008年11月27日

プリンス・オブ・ペルシャ Xbox360 アクション 未定 7329円 未定 2008年
　エンド ウォー Xbox360 その他 リアルタイムストラテジー 対応 予定 冬
ケツイ ～絆地獄たち～ EXTRA Xbox360 シューティング 未定 未定
怒首領蜂 大往生 ブラックレーベル EXTRA Xbox360 シューティング 未定 未定
 Saints Row 2    Xbox360 アクション 対応 7140円 確定 2008年12月4日
ＦＩＦＡ 09 ワールドクラスサッカー Xbox360 スポーツ 対応 7665円 確定 2008年11月13日

ミラーズエッジ Xbox360 アクション 対応 7665円 確定 2008年12月11日

ソニック ワールドアドベンチャー Xbox360 その他 超音速＆パワフルアクションアドベンチャー 未定 未定
RACE DRIVER GRID（レースドライバーグリッド） Xbox360 レーシング 未定 7140円 未定 冬
ゲームをしながら会話を楽しむ！ボイスチャットＤＳ ニンテンドーDS その他 コミュニケーション／ボード 対応 3480円 予定 2008年12月4日
ＮＤＳセンヨウカードポケット３ ニンテンドーDS 周辺機器 　 315円 発売中
ＮＤＳシリーズ用　カードポケット６＋ ニンテンドーDS 周辺機器 420円 発売中
液晶保護フィルムＬｉｔｅ ニンテンドーDS 周辺機器 630円 発売中
ＮＤＳＬ液晶ガードＡＲ＋タッチスクリーン ニンテンドーDS 周辺機器 840円 発売中
液晶保護フィルム下画面用 ニンテンドーDS 周辺機器 315円 発売中
ストレッチタッチペンＬｉｔｅ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
ストレッチタッチペンＬｉｔｅ　アイスＢ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
ストレッチタッチペンＬｉｔｅ　Ｅネイビー ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
ストレッチタッチペンＬｉｔｅ　Ｎピンク ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
ストレッチタッチペンＬｉｔｅ　Ｊブラック ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
ストレッチタッチペンＬｉｔｅ　Ｇシルバー ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
ストレッチタッチペンＬｉｔｅ　Ｍロゼ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
ストレッチタッチペンＬｉｔｅ　Ｃ／Ｂ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
カードポケット３ポケモンＤＰ ニンテンドーDS 周辺機器 420円 発売中
スマートショルダーＬｉｔｅポケモン　ヒコ ニンテンドーDS 周辺機器 1575円 発売中
スマートショルダーＬｉｔｅポケモン　ポッ ニンテンドーDS 周辺機器 1575円 発売中
スマートショルダーＬｉｔｅポケモン　ピカ ニンテンドーDS 周辺機器 1575円 発売中
スマートショルダーＬｉｔｅポケモン　ＤＰ ニンテンドーDS 周辺機器 1575円 発売中
ポケモンバッグＤＰ ニンテンドーDS 周辺機器 1995円 発売中
スマートタッチペン　ホワイト ニンテンドーDS 周辺機器 420円 発売中
スマートタッチペン　ブルー ニンテンドーDS 周辺機器 420円 発売中
スマートタッチペン　ネイビー ニンテンドーDS 周辺機器 420円 発売中
スマートタッチペン　ピンク ニンテンドーDS 周辺機器 420円 発売中
スマートタッチペン　ブラック ニンテンドーDS 周辺機器 420円 発売中
スマートポーチＬｉｔｅ６　ブラック ニンテンドーDS 周辺機器 840円 発売中
スマートポーチＬｉｔｅ６　ネイビー ニンテンドーDS 周辺機器 840円 発売中
スマートポーチＬｉｔｅ６　ブルー ニンテンドーDS 周辺機器 840円 発売中
スマートポーチＬｉｔｅ６　ピンク ニンテンドーDS 周辺機器 840円 発売中
スマートポーチＬｉｔｅ６　ホワイト ニンテンドーDS 周辺機器 840円 発売中
スマートポーチＬｉｔｅ６　イエロー ニンテンドーDS 周辺機器 840円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓポーチ　ホワイト ニンテンドーDS 周辺機器 945円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓポーチ　スモーキーベージュ ニンテンドーDS 周辺機器 945円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓポーチ　スモーキーピンク ニンテンドーDS 周辺機器 945円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓポーチ　スモーキーグリーン ニンテンドーDS 周辺機器 945円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓポーチ　スモーキーイエロー ニンテンドーDS 周辺機器 945円 発売中

マイクロソフト

モリゲームズ

※出展コーナーごとの５０音順／株式会社等の表記省略
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Ｂｅｉｓｉｓポーチ　スモーキーオレンジ ニンテンドーDS 周辺機器 945円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓポーチ　ブラック ニンテンドーDS 周辺機器 945円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓ　ストレッチタッチペン　Ｗ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓ　ストレッチタッチペン　ＳＢ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓ　ストレッチタッチペン　ＳＰ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓ　ストレッチタッチペン　ＳＧ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓ　ストレッチタッチペン　ＳＹ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓ　ストレッチタッチペン　ＳＯ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓ　ストレッチタッチペン　ＢＫ ニンテンドーDS 周辺機器 525円 発売中
Ｂｅｉｓｉｓ　フィルム＋クロスピンク ニンテンドーDS 周辺機器 682.5円 発売中
Beisis　ポーチL　パールホワイト ニンテンドーDS 周辺機器 1890円 発売中
Beisis　ポーチL　パールピンク ニンテンドーDS 周辺機器 1890円 発売中
Ｗｉｉ専用　サイドスタンド Wii 周辺機器 1890円 発売中
カードポケット３ポケモン ニンテンドーDS 周辺機器 473円 発売中
スマートＬｉｔｅポケモン　ダークライ ニンテンドーDS 周辺機器 1365円 発売中
スマートＬｉｔｅポケモン　ディアルガ ニンテンドーDS 周辺機器 1365円 発売中
スマートＬｉｔｅポケモン　パルキア ニンテンドーDS 周辺機器 1365円 発売中
エアロギター Wii Wiiウェア その他 音楽ゲーム 　 800ポイント Wiiポイント 配信中
エアロギター Softbank iPhone その他 音楽ゲーム 800円 予定 2008年10月
エアロドラム Softbank iPhone その他 音楽ゲーム 800円 予定 2008年10月
エアロシンセ Softbank iPhone その他 音楽ゲーム 800円 予定 2008年10月
レイトン教授と最後の時間旅行 ニンテンドーDS アドベンチャー 5040円 予定 2008年11月27日

二ノ国 ニンテンドーDS ロールプレイング 予定 2009年
うしろ PSP モバイル ロールプレイング 予定 2009年
ダンボール戦機 PSP モバイル ロールプレイング 予定 2009年
多湖輝の頭の体操 ニンテンドーDS その他 2980円 予定 2009年春
スローンとマクヘールの謎の物語 ニンテンドーDS その他 予定 2009年
イナズマイレブン２ ニンテンドーDS ロールプレイング 予定 2009年
ROID PC モバイル その他 未定

モリゲームズ

 ユードー

 レベルファイブ

※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。 18/18


