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【一般展示】

2-C1  コーエーテクモホールディングス

ゲーム産業の黎明期より四半世紀以上に渡って、数々のエンターテインメントを送り出してきたコーエーとテクモは、
本年４月、経営統合によりコーエーテクモグループとして新たなスタートを切りました。グループのビジョン「世界No.1
のエンターテインメントコンテンツを創発する企業グループ」の実現に向け、両社の総力を結集し、最先端のエンター
テインメントコンテンツを発信して参ります。統合後初の出展となる「東京ゲームショウ2009」でも、両社の最新作・話
題作を一堂に会した「コーエーテクモブース」として出展しております。コーエーテクモが切り拓く未来を、その目でお
確かめください。

3-N1  NTTドコモ

今年もドコモブースでは、多くのゲームメーカーと組んで、約25タイトルの
最新ケータイゲームを出展！来場者のみなさまに、楽しく試遊していただけます。

メインステージでは、最新のケータイゲームを紹介する、楽しいイベントを実施します。
また、ケータイゲームを気軽に楽しんでいただくための、
115タイトルの無料おためしゲームコーナーでは、
リーダライタにケータイをタッチするだけで、体験版ゲームがダウンロードできちゃいます。
もちろん、無料ケータイ充電コーナーも用意し、電池切れのドコモユーザーをサポート！
ぜひ、NTTドコモブースにお越しください！

3-N2 ユービーアイソフト

ユービーアイソフトがお届けする最新ゲームを出展！ご期待下さい！

3-N3  Vuzix Corporation

拡張現実に対応したビデオアイウェアを展示します。
またモーションセンサーを搭載したVR920でPCゲームをいつもと違った感覚でプレイ。
NVIDIAのステレオドライバーに頼らず、独自技術によりほぼすべてのPCで３Dを体験できます。
専門学校とのコラボコンテンツも出展予定です。

3-S1  レベルファイブ

レベルファイブブースは2つのコーナーで構成。大型スクリーンで未公開映像が楽しめるシアターコーナー。
「レイトン教授」新シリーズ第一弾「レイトン教授と魔神の笛」、収集・育成サッカーＲＰＧ「イナズマイレブン」の続編「イ
ナズマイレブン2 脅威の侵略者 ファイア／ブリザード」、そしてレベルファイブとスタジオジブリの協力タッグ作品「二ノ
国」など、注目の新作タイトルが250台のＤＳでいっせいに楽しめる試遊コーナー。
その他、多くの方が楽しめるコンテンツが満載です！今年の「東京ゲームショウ」もレベルファイブブースにぜひご期
待下さい！

4-C1 セガ

今年最大の注目作『BAYONETTA（ベヨネッタ）』『End of Eternity（エンド オブ エタニティ）』や、セガの大人気シリーズ
最新作など、数多くの注目タイトルを出展！各タイトルのコーナーには試遊台やシアターなどのコンテンツを用意し、
今回初めて手にとって遊べるタイトルも多数展示します。豪華ゲストによるスペシャルステージイベントも行われ、会
場内をドンドン盛り上げます。大満足のボリュームでお届けするセガブースに是非ご期待ください！

4-N2 芸者東京エンターテインメント

電脳ペット（仮）　２００９年大ヒットした「電脳フィギュア」の第二弾
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4-N3　モリゲームズ

弊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-N13  ABYLIGHT

スペインの開発会社ABYLIGHTは、欧米にて配信中のWiiウェアソフト「Fish 'em All!」のご紹介と、現在開発中の次作
「Stop Stress」をご紹介いたします。

4-N16  Beijing Pavilion

Kingsoft Corporation Limited. Perfect World Co., Ltd. XnetSoft Inc.  Beijing Game World Tech. Co., LTD.
Kingworld(Beijing)Technology Co.,Ltd. Beijing Globallink Computer Technology Co. Gamegoo Information Tech
co.Ltd, Beijing. Object Software(Beijing) Co.,Ltd. Dazzle Color Game.LTD Full Communication Robot BEIJING
GOWIN TECHNOLOGY CO.,LTD. Ecitysky limited Beijing JoyChina International Technology Co. Ltd.

昨年に引き続き、北京パビリオンが登場！
更にパワーアップし、ファイティングゲームほか最新ソフトをご紹介します。
本場のカンフーマスターが監修した、よりリアルな格闘技をご堪能ください。

4-S1 ＫＯＮＡＭＩ

「メタルギア」シリーズ最新作「METAL GEAR SOLID PEACE WALKER」（PSP）を出展します。

小島監督が監督・脚本・ゲームデザインを手掛ける「メタルギア」シリーズ最新作「METAL GEAR SOLID PEACE
WALKER」（PSP）を出展します。
その他にも、注目タイトルを多数出展！ぜひＫＯＮＡＭＩブースにお越しください。
詳しくは、ＫＯＮＡＭＩ特設サイトにて順次公開！

ＫＯＮＡＭＩ特設サイト⇒ http://www.konami.jp/tgs/

5-C1　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、PSP「プレイステーション・ポータブル」のソフトウェア展示

5-C3　JUNTECH-ZODIAC DARTS

JUNTECH-ZODIAC DARTS BOOTH is composed with 3 sets of Home Version and 1 set of Arcade Version. Each
of the Home Version is connected to the PC ( 2 Desktop / 1 Laptop), except the Arcade Version which has it's own
computer installed. They are operated so that any guest(players) can experience and play various types of Dart
Game what you can imagine, and to show that it is not an ordinary Dart game played by simple rules. ZODIAC
Program will lead you to play various game and no need to have a referee to count scores nor ranks.

家庭用ゲーム機3台とアーケード機1台を展示します。
家庭用ゲーム機はそれぞれパソコンに接続され、実際にプレーいただけます。
今までとは一味も二味も違った様々なダーツゲームは、手軽に遊べ、夢中になること
間違いなし！

5-C5  アクワイア

新作タイトルの試遊、及び展示
既存タイトルの展示
オンラインタイトルの展示、及び紹介
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5-C6　キュー・ゲームス

京都のゲーム開発会社Q-GamesがTGS2009 に初出展を行います。
現在PLAYSTATION3で配信中のPixelJunkシリーズの最新作が体験できるブースです。PixelJunk第4弾シューターと
PSP版PixelJunkモンスターズが実際にプレイできます。

5-Ｎ31　ＨＯＬＬＡＮＤ　ＰＡＶＩＬＩＯＮ

Holland Pavilion with companies / knowledge institutes in Dutch games industry.

オランダゲーム業界の各企業と研究所が参加します。

6-C1　バンダイナムコゲームス

ワールドワイドタイトル「鉄拳６」や、「機動戦士ガンダム」シリーズを中心に、「ドラゴンボール」、「テイルズ オブ」シ
リーズ最新作、「スーパーロボット大戦NEO」など、09年秋～10年春にかけての新作を試遊・映像展示します。又、携
帯関連の商品紹介も行います。今期からグループとなった、”ディースリー・パブリッシャー”のゲーム・携帯タイトルも
展示します。ブース内ステージでは、ゲストを招いてのトークショーなどを実施します。
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【ゲームスクールコーナー】
6-N1  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やＣＧムービーなど多数の学生作品を展示します。作品は力作揃いで、多く
の方に楽しんでいただける内容になっています。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。

6-N2  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、制作実習を通じたゲームの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
ンルの学生作品を１５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。

6-N3  東京コミュニケーションアート専門学校

現役クリエイターによる授業や、商品化を視野に入れた企業とのコラボ作品制作など、独自の教育システムにより、
業界即戦力な人材を、業界とともに育成する専門学校。幅広い業界ネットワークと豊富な就職実績やノウハウによ
り、これまで大手ゲームメーカー、デベロッパーなどに数多くの卒業生を輩出しています。今回のブースでは、企業と
組んで商品化を睨んで制作されたゲームをはじめ、CG映像やポスター作品など、実力が伺える作品を展示予定で
す。

6-N6  アーツカレッジヨコハマ

ゲームプログラマー、ゲームデザイナー、キャラクターデザイン、Webデザイン。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。今年も学生作品の展示を意欲的に行っています。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。

6-N7  麻生情報ビジネス専門学校

本校は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。東京ゲームショウには麻
生情報ビジネス専門学校のゲーム系３学科、ゲームクリエータ科、ゲームクリエータ専攻科、漫画アニメ科の学生が
授業の中で作成したゲーム作品、グラフィックス作品を出展しています。

6-N8  山口学園　ECCコンピュータ専門学校

大阪府認可の専門学校。ゲームをはじめ、ＣＧ・デザイン・アニメ・マンガ・声優・ＷＥＢ・イラスト・情報処理と、様々な
分野が学習できる。ブース内では、約１０００名の在校生の中から選ばれたゲーム作品を公開。ゲーム開発に力を入
れているＥＣＣの“可能性”を感じとってほしい。

6-N9  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
やフィニッシュ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、展示デザインはメディア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。

6-N10  国際アート＆デザイン専門学校

学生制作ゲーム及び映像の出展
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6-N10  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」での日本一と大賞受賞をはじめ、「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。

6-N10  WiZ 専門学校 国際情報工科大学校

福島県郡山市にある「専門学校　国際情報工科大学校」は本年度より「国際情報工科専門学校」から校名を変更いた
しました。これからも３年制課程である「ゲームソフト開発科」を中心にゲームプログラマ・ゲームプランナー・グラフィッ
クデザイナーを育成して参ります。

6-N11  穴吹カレッジグループ

ゲームショウ出展３回目になります、穴吹カレッジは、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。多種多彩な学科の中から、ゲーム系、コンピュータ系、デザイン系の卒業生及び在校生が作成した作品を展示し
ております。ゲーム、及びポスターは厳選した作品で、実際遊んでみていただきたいと思います。

6-N12  神奈川工科大学

神奈川工科大学 情報メディア学科の教育カリキュラムにて 在校生達が制作しているゲーム作品やCGアニメーション
作品を紹介いたします。また、このゲームCG創作教育を促進するべく 大学内で実施している研究開発の内容も展示
いたします。ゲーム業界の次世代を担う新人開発者達を、情報系の大学で育成して行く教育カリキュラムに関しまし
て、産業界の方々から御指導を賜りますよう お願い申し上げます。

6-N13  横浜デジタルアーツ専門学校

横浜デジタルアーツ専門学校　ゲーム科CG科で作成した学生作品を展示いたします。
昨年度　出展した「Last　Minutes Flight」のバージョンアップ版をはじめグループ制作をした作品を展示します。

6-N14 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学科の学生達は、自ら企画したゲームの制作を行っています。パソコンだ
けでなく、ニンテンドーＤＳやＸｂｏｘ３６０の作品も展示予定です。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、他にもＣＧ業界への就職を目指すＤｉｇｉｔａｌコンピュータグラフィックス
コースとＤｉｇｉｔａｌアニメーションコースがあります。学生が作成した３Ｄ・２Ｄの動画上映と静止画の展示も行います。本
校には２４時間学生が利用できる校舎があり、授業中はもとより、放課後や休日も利用して制作した学生の力作が展
示されています。多くの皆様のご来場をお待ちしております。

6-N15 コンピュータ総合学園 神戸電子専門学校

最新の学生作品の展示と作品集ＤＶＤの配布を行います。
選りすぐりの作品でぜひお遊び下さい！

6-N16 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学生制作のゲームおよびＣＧ作品の展示・上映のほか、景品付きのゲームアトラク
ションを実施します。東京工科大学もメディア学部の学生によるゲームの紹介・研究発表を行います。
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6-N17 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名古屋にあるゲーム・ＣＧの専門学校です。東海地方最初のＣＥＳＡ会員校で、早期から
ゲーム・ＣＧ業界に就職できるカリキュラムをつくり、毎年名古屋から多くの学生を業界へ輩出。コンテストにおいて
も、マイクロソフト社主催「マイクロソフト XNA ゲーム クリエーター コンテスト」で、トップの最優秀賞を２回連続で受
賞。国内トップクラスの就職・コンテスト実績をもちます。学生作品の多くは学校のＷｅｂで公開中。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展示・上映いたします。「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確認ください。

6-N19 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、７
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！

6-N20 専門学校　東京ネットウエイブ

 
「人と話をするのが苦手です」そんな事を言う学生が増えてきました。「あなたはゲームが大好きで、そのゲームを創
る人になりたいのでしょ？」と学生達に問いかけます。ゲームは１人では創れません。話し合い、意見を言い合うから
こそ面白いゲームが出来あがるのです。ＴＮＷのブースでは、学生達が本気でぶつかり合って創りあげたゲームを展
示しています。ひとつひとつのゲームに学生達の思いがいっぱい詰まっています。ぜひブースにお立ち寄りください。
遊んでみてください。学生達の思いをどうぞ感じてください。

6-N21 日本電子専門学校

日本電子専門学校のゲーム系4学科（ゲーム制作科・ゲーム制作研究科・ゲームCGデザイン科・ゲーム企画科）の学
生が制作した作品の中から学内の選考を通過した30作品をご紹介します。実際に試遊が出来ますので是非遊びに
来てください。

6-N22 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を総合的に学ぶ「大阪電気通信大学　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知識やプログラマ、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
専門知識や技術を総合的に学ぶ事ができます。また、基礎からしっかり学べるので、WEB 全般、宣伝、商品企画など
の分野にも、学んだ事を活かすことができます。ブースでは学科内のコンペで選ばれた作品を展示しています。

6-N23 九州デザイナー学院

専門学校　九州デザイナー学院　ゲームクリエイター学科　トイデザイン学科の学生作品（ゲーム制作作品、パネル、
キャラクターフィギュア）を展示します。
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【物販コーナー】
7-C2 アルケミスト

アルケミストから発売される作品の関連グッズ販売と弊社関連作品のポスター掲示、商品展示、各種ディスプレイ他。

7-C3 トイズ・プランニング

キャラクターグッズやフィギュアの販売を致します。美少女ゲームの他、話題のコンシューマーゲームも多数ライン
ナップ。TOYPLAブースへ是非お立ち寄り下さい。

7-C4 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、東京ゲームショウ２００９物販コーナーについ
に登場！！全世界に向けて発信する注目度100％の、和をコンセプトにしたゲーム周辺機器シリーズ「和彩美－ＷａＳ
ａＢｉ－」全アイテムを販売します！また、ゲームショウ限定製品も多数販売予定ですので見逃せません！購入者には
スペシャルな特典があるかも！？その他のゲームテック製品も多数取り揃えておりますので、是非お立ち寄りくださ
い。
ゲームテックの周辺機器で、あなたのゲームライフがもっと楽しくなること間違いなし！

7-C7 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。
また、こどもと一緒にOFF生活を楽しむ雑誌「日経キッズプラス」および関連別冊を販売します。

7-C8 アイレム横丁

アイレムが運営するＥＣショップ「アイレム横丁」が、今年も東京ゲームショウ支店を出展！
今年のアイレム横丁は、１０月２９日発売予定のＰＳＰソフト「Ｒ－ＴＹＰＥ　ＴＡＣＴＩＣＳ　II」の新作オリジナルグッズが満
載！
ほかにも、大人気の「ねこ残業中」や「スペランカー先生」をはじめ、アイレムキャラクターの新作グッズも盛りだくさん。
今年で４年連続刊行となる小冊子「アイレムぶるるん２００９」も、もちろん配布予定。 皆さん、是非「アイレム横丁」へ
お越しください。

7-C12 ホリ

Tシャツなどのオリジナルグッズや、弊社のインターネットストア「HORISTORE.com」限定商品の販売などを行います。

7-N2 ゲームセンターCX

ＣＳフジテレビＴＷＯで人気のゲームバラエティ番組『ゲームセンターCX』のオリジナル商品販売ブースです。人気の
マウスパッド・クリアファイルなどの他、新商品も目白押しです！　スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしております！

7-N11  ブシロード

人気カードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ」や「アリス×クロス」などの商品販売をいたします。

7-N12 コスパ

今回のコスパブースは、大人気リズムアクションゲーム「初音ミク Project DIVA」のグッズをはじめ、昨年度即完売し
てしまった「メガドライブトートバッグ」など、魅惑のセガグッズが登場予定！！
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【ビジネスソリューションコーナー】
5-N5 XIBALBA STUDIOS

Xibalba Studios presents: Icebreakers™ an arena vehicle combat game where a group of kids compete in custom-
built, ice-emitting vehicles to earn the ultimate prize: "Neighborhood Bragging Rights".
Icebreakers™ puts gamers along a group of kids from a small snowy town competing in the latest extreme winter
sport. During play, each sled is equipped with a water tank which spews the water and leaves behind a trail of ice.
Move your trail to freeze the competition, use each kid’s unique ability, throw snow balls and grab special items, do
whatever it takes to become the Icebreaker Champion.

カスタムメイドの乗り物に乗った子供たちが、雪国のとある村を舞台にスノーボールを投げたり、水を噴射したり、特殊
アイテムを使ったり、競争しながらチャンピオンを目指すゲーム「アイスブレーカーズ」をご紹介します。

5-N6 NORDIC GAME

The Nordic Game group representing game companies and organizations from Denmark, Finland, Iceland, Norway and
Sweden is presented by the Nordic Game Program, which also organises the Nordic Game conferense and activites
at games industry events around the globe , as well as Noldic game development support, information and
infrastructure activities.
ノルデｨｯクゲームグループはデンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェイ、スウェーデンを代表するゲーム団体
であり、ノルディックゲームプログラムはゲーム関連イベントおよびコンファレンスを世界規模で展開しております。ま
たそれぞれの地域でノルディックゲームグループの地域発展サポートしています。

5-N9  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（2009年７月現在11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。

5-N10  KEYWORDS INTERNATIONAL

Brochures describing Keywords' localisation, and testing service.

1998年アイルランド、ダブリンにて設立したKeywordsは、世界レベルのローカライゼーション、テスティング、オーディ
オサービスを提供する会社です。我々の主な取引先には、マイクロソフト、コナミ、バンダイナムコ、SOE、Atari、スク
ウェア・エニックス、Koch Media、アクティビジョン、Ubisoftなどが含まれます。

5-N11  ロアス

ニンテンドーDS用ポーチやタッチペンなど、高品質で安全性の高い任天堂ライセンス商品を中心に、ゲーム機を使用
するさまざまな『シーン』に応じた多様なお客様のニーズにお応えできるアクセサリーを展示いたします。開発中製品
も含めゲーム機を「楽しく」「快適に」「便利に」「安全に」お使いいただける製品を、カラーバリエーション豊富にご用意
致しました。

5-N12  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。
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5-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181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組み込みソリュー
ションもご紹介いたします。

5-N17  みずほ銀行

みずほ銀行はコンテンツマーケット及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り組んで参りました。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わり
方をお示しいたします。

5-N18  CRI・ミドルウェア

音声・映像・ファイル圧縮など、ゲーム開発を支える各種ツール＆ミドルウェア（総称：CRIWARE）。すでに全世界で
1,900を超えるタイトルに採用されています。
ディスクメディア、特にPSPで絶大な効果を発揮するロード時間短縮ミドルウェア「ファイルマジックPRO」をはじめ、高
音質を保ったまま音声を1/10以上にまで圧縮する、ニンテンドーＤＳ向け「救声主」ほか、Wii,PS3,Xbox360,ニンテン
ドーＤＳ,PSPでのデモをご紹介します。
アドバンスドモバイル＆PCコーナーでは、iPhone/iPod touch向けの動画・音声ソリューションをご紹介！ぜひ併せて
ご覧下さい。

5-N19  ウェブテクノロジ

ウェブテクノロジブースでは、画像データの煩雑な管理を一気に解決できる画像管理ツールEsPixPro（エスピクスプ
ロ）を紹介いたします。あらゆる画像フォーマットを表示できるビューアや、それら画像の条件検索・振り分けが可能な
画像マネージャーおよび、画像ファイルの内容をアイコンやサムネイルとして表示できるようにする、シェル拡張プロ
グラムで構成されたツールです。また、ブースでは同時に、OPTPiXの最新バージョンｉｍéｓｔａ7（イメスタ7）も紹介いた
します。 Imésta7は、S3TC圧縮の問題点であったブロックノイズを完全に解消できる新機能「W-S3TC」を搭載してい
ます。弊社ブースにて、この「W-S3TC」の流麗な圧縮結果をご確認いただけます。

5-N20  国際航業

測量業界を長年に渡ってリードしてきた国際航業が、この度エンターテインメント向けに、お手軽3D地図データ
「ARTMAP」をリリースします。国際航業では、航空機レーザーデータや各種地図データ、カーナビデータを基に自動
的に3D地図を生成する「ARTMAPエンジン」を開発しました。これにより、日本初となる建物から道路まで完全フルテ
クチャー付きの3D地図データ「ARTMAP」を短時間、低価格でご提供することが可能となりました。「ARTMAP」はコン
ピュータゲーム、映像などエンターテインメント向けに、加工を前提とした著作権クリアなデータであり、ゲーム制作の
現場では、工期短縮、データ制作費圧縮、など大きな効果が期待できます。

5-N21  ファイン

【オンライン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作成用ミドルウェア「GameSyncSoftwares」を出展いたし
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。
当日は実装例として、Xbox360用ゲームソフト「UFC 2009 Undisputed」と、「GameSyncSoftwares」で培った技術をモバ
イルゲームにも応用した、オンライン対戦対応BREWアプリ「メタルスラッグモバイル(仮)」をプレイアブル展示いたしま
す。
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5-N22  エンターブレイン

国内外の「ゲーム」のマーケティングデータ、リサーチ、コンサルティングを行っています。協力店3500店舗による調査
をウィークリーでレポートするサービスをはじめ、『ファミ通ゲーム白書』の刊行、2万を超えるゲームタイトルのデータ
ベース提供、個別コンサルティングなどゲーム業界で成功するために必須の情報を提供。7/11より大幅なバージョン
アップで、システム面が強化されました。ブースにてご確認ください。また、当日会場でサプライズキャンペーンも企画
しています。この機会に、ちょっとした最近の動向など気軽にご質問、またはご相談ください。詳細はhttp://www.f-
ism.net/

5-N23  クウジット

クウジット株式会社は、PSPやNDS、iPhone、PC等に組込み可能な、WiFi測位ミドルウェアPlaceEngineを開発しており
ます。PlaceEngine は、Wi-Fi機器を使って簡単に現在位置を推定し、 周辺の関連情報を提供しやすくするサービスで
す。 Wi-Fiを装備している機器であれば、簡単に現在の位置を取得することができます。アクセスポイントからの電測
情報を用いますので、屋内や地下街のように、GPSが機能しない場所でも位置を求めることが可能です。（公式サイ
ト：http://www.placeengine.com/）
ブースでは、PlaceEngineを利用したPSPタイトル、DSによるデモ、iPhone/iPod touchアプリケーションの例をご紹介い
たします。位置測位でお困りの方、面白いアイデアをお持ちの方は、当ブースにお立ち寄りいただき、お気軽にご相
談ください。

5-N25 ミンリュウソフトウェア

弊社会社案内：ミンリュウソフトウェア有限公司は中国上海に位置する受託開発専門企業であります。PSP、PS2、
XBOX360、NDS、Wii、PC及びアーケードなどマルチプラットフォームにおいて、世界大手ゲームメーカーに競争力の
あるコストでハイクオリティなアウトソーシングサービスを提供し、確かな技術力と信頼できる実践力で各社をサポート
します。
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【アドバンスド モバイル＆ PCコーナー】
5-N33  KEMCO

今秋以降のケムコ豪華ラインナップを一挙公開！
ケータイRPGでここまでできるのか？！という大ボリュームと美麗なグラフィック・サウンド、作り込まれたシステムとス
トーリーをぜひ体感してください。
Bluetoothを利用した対戦パズルや、癒し系アドベンチャーなど、多彩なジャンルを揃えております。
ブースでは実機でプレイ体験ができますので、ぜひご来場ください。

5-N35  ウィアー・エンジニアリング

①【WAE五目並べ】試遊
　ルールは簡単だけど奥が深い。
　空間認識力や記憶力を駆使して脳を活性化！　オンライン対戦モードならさらに効果的。

②【五目ドーナツ】参考展示
　「五目ドーナツ」は全く新しいタイプのゲーム広告。
 宣伝対象そのものがゲームのモチーフとなり効果抜群。 スポンサー募集中。

5-N37  ニューロスカイ（NeuroSky）

米国発、いつでも、どこでも、だれでも使えるヘッドセットスタイルの脳波センサー「MindSet（マインドセット）」がいよい
よ日本上陸。昨年度は、東京ゲームショウ・ビジネスデイのみ出展でしたが、今年は、一般公開日に初出展となりま
す。マインドセットを装着し、脳波をモニター、脳波でコントロールするゲームを実際に体験してください！脳波を視覚
化して観察、気分によって色やカタチが美しく変化するブレインウェイブ・ビジュアライザーや、集中してボールを飛ば
したり、リラックスして車を持ち上げたり・・・念力ゲームと親しまれるニューロボーイ・アドベンチャーなど、ニューロスカ
イのオリジナルデモゲーム他、脳波をインターフェイスに用いたさまざまなゲームを発表します。

5-N38 サーファーズパラダイス

サーファーズパラダイスブースでは、現在好評稼動中のＳＮＳゲーム『紅炎のソレンティア』、『カレイド恋歌』の2タイト
ルのご案内です。
人気イラストレーターあづみ冬留先生、七瀬葵先生が描く美麗なイラストと共に始まるあなたのもう一つの世界。
是非見て、触れて、体験してみてください！

5-N39  CRI・ミドルウェア

iPhone/iPod touch向け動画・音声ソリューションをご紹介します。
　★アプリの音声データを高音質のまま1/10に圧縮
　★１つの波形データで、リアルタイムにさまざまな音色・音質・効果のかかったバリエーション溢れる「音」を生成
　★iPhone上で動画を自由に拡大・縮小・回転
その他、アプリ開発用からマーケティング支援まで、iPhone向けアプリ開発者を支援するミドルウェアをご用意、実際
にiPhone上で動くミドルウェアデモをご覧いただけます。
ビジネスソリューションコーナーでは、ゲームプラットフォーム向け「動画」「音声」「ファイル圧縮」に関するミドルウェア
群をご紹介しております。併せてご覧ください。

5-N40  ジグノシステムジャパン

EZweb公式BREW(R)対応ゲームサイト『得する追加ゲーム』、NTTドコモ公式サイト・ソフトバンクモバイル公式サイト
『本格メガゲームズ』にて配信中のモバイルゲームを多数展示！実際にケータイで遊んで頂いたり、特設サイトへの
QRコードを用意致します。

5-N41  メディア・マジック

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』の携帯コンテンツを多数配信中！！
当ブースでは、GAINAX公式携帯サイト『エヴァ＆アニメGAINAX』『エヴァンゲリオンGATE』を紹介しております。ここで
しか手に入らない、携帯サイトオリジナルのノベルティも配布中！試遊スペースでは、好評配信中の『ヱヴァンゲリヲ
ン新劇場版』のフラッシュゲームタイトルをラインナップ！ぜひお立ち寄りください！レイ&アスカの等身大フィギュアが
目印です。
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5-N42  INTERSAVE CO.,LTD　 

インターセーブ（http://www.i-save.co.kr）はモバイルゲームを開発し、これに対するコンテンツを世界に向けて発信し
ております。　日本、中国、東南アジアをはじめアメリカにゲームをサービスしており、韓国のゲームを海外に、海外の
ゲームを韓国に、サービスしている韓国のグローバルモバイル流通専門社でございます。

5-N43  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、フジテレビと共同運営をしているフジテレビの総合ゲームサイト「フジテレビ
ゲームセンターCX」（モバイル）をご紹介。
「フジテレビゲームセンターCX」では、超人気TV番組「ゲームセンターCX」の無料ゲームの他、フジテレビのドラマ、映
画、アニメなど、TV番組の人気キャラクターをモチーフとしたさまざまなゲームを配信しています。
TGSの開催期間中は、出展を記念した無料モバイルゲームなども配信予定です！
さらに、現在5,000名を超えるクリエイターが参加する仕事直結型コミュニティーサイト「デジタルトキワ荘」
（http://www.gamecreators.net/）もご紹介！「デジタルトキワ荘」に登録している方がよりダイレクトに作品をPRできる
場として、今年新たに「2D・3D画像コーナー」「Flashゲーム・Flash動画コーナー」がオープン。ますます広がりを見せる
「デジタルトキワ荘」の魅力を、ブースでご覧ください！
併せてお仕事の紹介やクリエイターの育成・発掘をサポートする充実したサービスもご案内します。
是非、お気軽にブースにお立ち寄りください。

5-N44  SFO

オンラインゲーム「キャラクター大作戦」の紹介。オンライン対戦型アクションストラテジーゲームの全貌と今後の開発
について発表。

5-N46  スピードパートナーズ

未確認動物「Ｕ．Ｍ．Ａ．（ユーマ）」を発見！南米で話題の吸血アニマル「チュパカブラ」をはじめ、想像をはるかに超
えるキャラクター達が今か今かと待ちかまえています！
ファンタジー＆アドベンチャラスな新しい形のコレクションゲーム！さて、あなたは何匹捕獲できるかな？
また、パズル系やアクション系の定番ゲームはもちろんのこと、一度読み始めたら止まらなくなる「ドラマ小説」など、
現在配信中の携帯コンテンツもご紹介しております。
ぜひ、お立ち寄りください！

5-N47　 アールフォース・エンターテインメント

携帯電話にムービー改革を!!
モバイルゲームに手軽に安価にストリーミングムービーそしてストリーミングオーディオを搭載できるSDKのご紹介と
デモになります。
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【キッズコーナー】
8-C4 バンダイナムコゲームス

09年秋冬にかけてのキッズ向け新作を試遊・映像展示します。時々、きぐるみがブースに遊びにきます。
男の子も女の子も、保護者の方にも楽しんでいただけるタイトルを出展いたします。

8-C5 レベルファイブ

「東京ゲームショウ2009」レベルファイブブースキッズコーナーでは、多くのお子様に楽しみながらゲームを遊んでいた
だける試遊コーナーをお作りしました。ご家族揃ってぜひレベルファイブブースキッズコーナーに遊びに来てみません
か！

8-S2  アスキー・メディアワークス

キャラぱふぇ・デンゲキニンテンドーDSなどのゲーム雑誌のプロモーションを中心とした、子どもに向けたゲーム情報
満載のブースです。あわせて、ニンテンドーDSソフト『かものはしかも。 あいまい生活のすすめ』プロモーションも行い
ます。

【ビジネスミーティング】

8-N4  ナウプロダクション

ゲームソフトの企画提案、ライセンスアウト、セールス、国内・海外アウトソーシング先の開拓など

8-N7 NORDIC GAME

The Nordic Game group representing game companies and organizations from Denmark, Finland, Iceland, Norway and
Sweden is presented by the Nordic Game Program, which also organises the Nordic Game conferense and activites
at games industry events around the globe , as well as Nodic game development supoort, information and
infrastructure activities.
ノルデｨｯクゲームグループはデンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェイ、スウェーデンを代表するゲーム団体
であり、ノルディックゲームプログラムはゲーム関連イベントおよびコンファレンスを世界規模で展開しております。ま
たそれぞれの地域でノルディックゲームグループの地域発展サポートしています。

8-N9 BABEL MEDIA LIMITED

ＢＡＢＥＬ　ＭＥＤＩＡ（バベルメディア）
弊社は、全世界のゲームおよびインタラクティブエンターテイメント業界において、高品質のローカライズとＱＡサービ
スを提供する世界有数の企業です。英国、アメリカ、カナダ、インド、日本に事業所を構え、従業員数は３００人以上、
さらに４５０人以上の契約ＱＡテスター、３５０人を越える各国内の翻訳者、そして世界に広がるオーディオ・スタジオの
ネットワークと連携して事業を展開しており、窓口を一つに予算および進行管理を一元化した効率的なプロフェッショ
ナル・サービスをご提供いたします。

8-N11 TESTRONIC LABORATORIES

Testronic Labs（テストロニック・ラボ）はゲームの品質保証を専門に手がけるグローバル企業です。ヨーロッパと米国
を拠点に、ゲームの翻訳から、機能テスト、ローカライズＱＡ、コンプライアンス・テスト、パフォーマンス・テスト、ＰＣ交
互テスト、ＭＭＯＧ（Massively Multiolayer Online Game）テスト、新規プレーヤー体験テストに至るまで、ゲーム開発の
あらゆる面をサポートする広範なサービスを展開しています。今回は海外でゲームを販売予定の日本のお客様に対
して、弊社のサービス内容をご説明させていただきます。


