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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。

2-S2 Alienware
Alienware, Dell's premiere gaming brand continues to dominate with high performance gaming systems. Be the first to see
their newest gaming portfolio including brand new desktops, notebook and branded peropherals. The newly designed
products include: Area-51, Area51 ALX, Aurora, Aurora ALX, M15x latop and Alienware's branded keyboard and mouse.
Dell社の高性能PCゲームブランドである"Alienware"は、その高性能なゲームシステムで他を圧倒し続けています。本邦初
公開となるデスクトップ、ノートブック、周辺機器の最新ラインナップをその目でお確かめて下さい。出展最新製品：Area-51,
Area-51 ALX, Aurora, Aurora ALX, M15x laptop, Alienwareブランド・キーボードなど。

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！アサシン クリード２、スプリンターセル コンヴィクション、アバター
THE GAME、レッドスティール２、ラビッツ・ゴー・ホームが出展！ぜひブースへお越し下さい！！

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ではプレミアム福袋を無料配布！スペシャル体験ソフト「プレミアムプラチナ」、超秘蔵映像収録ディス
ク「プレミアムダイヤモンド」のどちらかがもらえます！
ブースは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と、「レイトン教授と魔神の笛」・「イナズマイレブン2 脅威
の侵略者 ファイア／ブリザード」・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」といった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で構成しております。
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
セガの大人気シリーズ最新作『龍が如く４ 伝説を継ぐもの』『ファンタシースターポータブル2』、『戦場のヴァルキュリア２ ガ
リア王立士官学校』や、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）』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！
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4-N1 the Behemoth
The Behemoth was founded by a small group of gamers with the modest goal of bringing craftsmanship and originality back
to the game industry. Our collectible video games have won many awards including Microsoft XBLA Game of the Year
2008, IGF Audience Award (2005, 2007), Innovation in Visual Art (2005, 2007) and Technical Excellence (2005). Alien
Hominid, our first title, grew from a web based prototype into a full fledged console video game and is now available on the
Xbox 360 LIVE Arcade. Our award winning second title, Castle Crashers has won numerous awards and has over 1 million
users.

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同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。
◆「機動戦士ガンダム」は、ニンテンドーＤＳアクセサリーにおいて、初めてのキャラクターコンテンツ。

4-N11 NTTコミュニケーションズ
ゲームショウにご来場された方の疲れを癒す、ネット環境の整ったリラックススペースが登場！ NTTコミュニケーションズの
ブースでは、動画を使ったアフィリエイトプログラム、“My”アフィリエイトのCM動画サービスの体験を行っていただけます。
CM動画サービスの体験以外にも、ブログを更新したり、ネットサーフィンを楽しむことができます。また、TVCMでもおなじみ
の「香り通信」の展示も行います。

4-N13 ABYLIGHT
「Stop Stress: A day of fury」はストレス発散を助ける、愉快なセラピーゲームです。野球のバットを振るようにWiiリモコンを
持って、ストレスがあなたを蝕む前に全部壊しちゃえ！世界で一番ストレスの溜まっているジャックになりきって、この混沌と
した街の騒音とストレスから逃れて夢をかなえよう！
"Stop Stress: A day of fury" is the funniest antistress therapy game. Hold your Wii Remote just like a baseball bat... and
start breaking everything before the stress beats you! Play the role of Jack, the most stressed man in the world, and help
him to make his dream come true: Escape from the noise and stress of a chaotic city.

4-N16 北京パビリオン
Beijing Kingsoft Digital Entertainment Co., Ltd. / Beijing Game World Tech. Co., Ltd. / Beijing Globallink Computer
Technology Co., Ltd. / Cywee Group Ltd. / Dazzle Color Game Ltd. / Ecitysky Limited / Full Communication Robot /
Gamegoo Technology Co., Ltd. / Kingsoft Corporation Limited / Kingworld(Beijing) Technology Co., Ltd. / Object
Software(Beijing) Co., Ltd. / Perfect World Co., Ltd. / SUNCHIME AUDIO & VIDEO PUBLISHING HOUSE / XnetSoft Inc.
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。

4Ｎ-17 Embassy of Canada in Japan / カナダ大使館
The Embassy of Canada in Japan assists Canadian gaming companies interested in doing business in Japan.
カナダ大使館は日本でのビジネスに興味を持つカナダのゲーム企業を支援いたします。

4Ｎ-17 Alliance Numerique
Alliance Numerique is Quebec new media industry network regrouping two hundred companies from video game, eLearning,
Internet and mobile sectors. It organizes the Montreal International Game Summit.
Alliance Numeriqueはビデオゲーム、Ｅラーニング、インターネット及びモバイル分野の200社を再編成したケベックの新しい
メディア産業ネットワークです。Alliance Numériqueはモントリオール国際ゲームサミットを主催しています。
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4Ｎ-17 Bug-Tracker
Bug-Tracker Laboratories is one of the leading vendors in quality assurance for video game publishers and developers. In
the last 10 years, Bug-Tracker Laboratories has managed projects in 15 languages for more than 200 customers and
partners in 26 countries. Thanks to the irreproachable quality of its work, its proven methods and its innovative approach
to testing, Bug-Tracker Laboratories has contributed to the success of more than 3000 projects (consoles, PC, online
games, Internet sites, etc). Bug-Tracker is ISO 9001:2000 certified.
Bug-Tracker LaboratoriesはビデオゲームのQA管理分野において世界のリーディングカンパニーの一つに数えられていま
す。過去10年の間に26カ国の200以上の異なるクライアントに対し、15の言語においてプロジェクトサポートを行ってきまし
た。クライアントの期待に常に応える徹底したプロフェッショナル精神を基盤とし、ハイクオリティーでかつ斬新なテスティング
メソッド、アプローチを武器にサポートサービスを展開、現在までに携わってきたプロジェクトの数は3000を超え、そのどれも
に対してクライアントの満足のいく結果をもたらしています。 ISO 9001:2000 の認証取得。

4Ｎ-17 Complex Games Inc.
Established in 2002, we are a game production studio with a focus on social networking games. Our Facebook- targeted
micro-MMO, Pirates Ahoy!, will be released in early 2010. We now also actively develop for the iPhone and Nintendo Wii.
2002年に設立した弊社は主にソーシャルネットワークゲームを中心に活動を展開してきました。2010年初頭にはFacebook向
けMMOG （Massively Multiplayer Online Game）をリリースいたします。また弊社はiPhoneや、任天堂Wii向けのソフトも開発し
ております。

4Ｎ-17 Creaform
Creaform社は、3Dデジタルソリューションを提供する世界有数の革新的テクノロジー企業で、2002年に設立されました。 あ
らゆる3Dプロセスおよび技術と、3Dスキャン、リバースエンジニアリング、検査、スタイリング、設計、解析、デジタル・マニュ
ファクチャリング、医療アプリケーションなど、広範な3Dニーズに対応できる画期的なソリューションを組み合わせています。
Creaform社の多彩な製品およびサービス、高度なトレーニングプログラムは、自動車、航空宇宙、バイオメカニクス、一般消
費財、教育、文化遺産保存・建造物、マルチメディアなどのさまざまな業界で幅広く利用されています。

4Ｎ-17 Di-O-Matic
Established in 2000, Di-O-Matic, Inc. develops high-end character animation software and plug-in applications for
professional 3D animation artists and production studios all over the world. With globally renowned customers including:
Activision, Boeing, Blur Studios, Blizzard, Capcom, Disney, RockStar Games, Virgin Lands, Snowblind Studios, SEGA and
Ubisoft, Di-O-Matic software has been used to enhance and animate CG characters like: Batman, Spider-Man, SpongeBob
SquarePants, Garfield and many more.
Di-O-Maticは、2000年に設立されたソフトウェア会社で、高性能のキャラクター・アニメーションソフトウェアと、3Dアニメー
ションの製作に携わる世界中のプロアーティストおよびスタジオ向けのプラグインアプリケーションを開発しています。アク
ティビジョン、ボーイング、ブラースタジオ、ブリザード、カプコン、ディズニー、ロックスター・ゲームズ、バージンランズ、スノウ
ブラインドスタジオ、セガ、ユービーアイソフトなどの世界的な有名企業を顧客とし、バットマン、スパイダーマン、スポンジ・ボ
ブ、スクエアパンツ、ガーフィールドなど多数のキャラクターをCGで生き生きと効果的に動かすためのソフトウェアの製作に
取り組んでいます。

4Ｎ-17 Enzyme Testing Labs
Enzyme Testing Labs is one of the only companies dedicated to game testing. We are focused on providing an
uncompromising level of quality multilingual services to our clients. We have facilities in Montreal, Tokyo, and Madrid.
エンザイムはコンソール・PCゲーム専門のデバッグ会社です。開発初期からマスター納品まで総合的なデバッグサービスを
高い品質にてご提供する事により、お客様のグローバル戦略をサポートいたします。

4Ｎ-17 Gesture Tek, Inc.
ゲームなど娯楽製品のプレーヤー（参加者）のジェスチャーをカメラによりデータとして取り込む際の制御技術を開発しまし
た。
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4Ｎ-17 Government of British Columbia, Canada/ブリティッシュ・コロンビア州政府在日事務所
British Columbia is home to Canada's largest video game cluster. In Vancouver, nearly 6,000 people are employed by some
60 companies. 23 per cent annual growth is forecast for the next three years.
ブリティッシュコロンビア州はカナダでも指折りのゲーム開発企業の集積地です。特にバンクーバーは、60社強のゲーム企
業が軒をつらね、6,000人にも及ぶ人材が雇用されています。向こう3年間のあいだ、年間成長率23%が見込まれています。

4Ｎ-17 Government of Quebec/ケベック州政府在日事務所
Quebec Province is a world wide center of game/multimedia industries and sent a big delegation of 10
companies/organizations to Tokyo Game Show last year. Please get in touch with our office in Tokyo whenever you look
for your business partners in this sector.
カナダ・ケベック州はゲーム/マルチメディア産業の世界の中心地です。 昨年の東京ゲームショウではケベック州から10社/
機関もの参加者がありました。この分野でビジネスパートナーをお探しの際にはいつでも私共の東京事務所までご連絡くだ
さい。

4Ｎ-17 Inspeck
インスペック社はモントリオールに本拠を置く、１９９４年創業の３D技術・ソリューション企業です。レーザーを使わないで３D
情報をデジタル化する「３Dモデリングソフト」や「非接触型光学デジタル化装置」を開発しました。こういったツールはゲーム・
アニメから医学分野まで様々な用途が考えられます。最近名誉ある２つの賞、"Computer Graphics World Innovation
Award" と"20 Design and New Technologies"を受賞しました。

4Ｎ-17 Investissement Quebec
Investissement Quebec is a government corporation that is both a financial institution and an economic development
agency. We are an excellent gateway for companies that want to locate in Quebec.
Investissement Quebecは金融機関と経済開発機構の政府系企業です。 私たちはケベック州に立地を検討する企業にとっ
て最適な入り口です。

4Ｎ-17 Ministry of Economic Development and Trade, Government of Ontario/オンタリオ州経済開発貿易省
The International Trade Branch of the Ontario Ministry of Economic Development and Trade assist Ontario manufacturing,
high technology and business service companies to access international markets by establishing partnerships and
distribution channels, and also provides assistance to foreign buyers interested in sourcing Ontario products and services.
オンタリオ州政府在日事務所は, 高い技術力と競争力のあるビジネスを展開する企業の世界市場への進出を応援し、パー
トナー企業やディストリビューターとの提携を支援します。またオンタリオ企業の製品やサービスなどの資材調達に興味のあ
る海外バイヤーのお手伝いをするのも私共の事業の一環です。

4Ｎ-17 Monde Media Solutions
Monde Media Solutions: A division of Bug-Tracker Monde Media Solutions is a company offering all the range of services
connected to the localization to the editors and developers of video games. For the 5 last years, Monde Media Solutions
has supplemented projects of localization in more than 20 languages on more than 10 different platforms of plays.
Bug-Tracker社の傘下であるMonde Media Solutions社はビデオゲーム分野においてエディター、並びにデベロッパーを対象
としてローカライゼーション全般にわたるサービスを提供しています。過去5年間において同社は20以上の言語、10種以上に
わたるプラットフォームを対象にローカライゼーションサービスを展開してきました。

4Ｎ-17 Darim Vision
Darim is a global leader in digital media technology, inventing a new global culture. Virtual reality gaming entertainment at
your fingertips - please contact us at info@darim.com.
ダリムは、新しいグローバルな文化を創造する、デジタルメディア技術のリーダーです。バーチャル・ゲームを貴方のお手元
にお届けします。詳しくは、info@darim.com へどうぞ。
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4Ｎ-17 Studio X Labs
Studio X Labs is an award winning, premiere full service audio production facility that caters to an exclusive international
clientele including some of the world's top interactive publishers and developers (Electronic Arts, Disney, THQ, Take 2,
Vivendi/Universal, Microsoft Game Studios, Rockstar Games, and Activision). Our customer base recognizes that
consumer expectation of quality in Music, Sound Design and Voice Acting is consistent across all media forms. Studio X
Labs has developed a reputation of providing exemplary quality audio content for all major console, handheld and PC based
development platforms in a cost efficient, well managed and carefully orchestrated integration with its development
partners.
Studio X Labs （スタジオ・エックス・ラブス）は、世界一流のインタラクティブ・メーカーやデベロッパー（エレクトロニック・アー
ツ、ディズニー、THQ、テイクツー、ヴィヴェンディ・ユニバーサル、マイクロソフト・ゲーム・スタジオ、ロックスター・ゲームズ、
アクティビジョン）などの世界各国の企業を顧客とする、受賞歴のあるオーディオ・プロダクション施設です。ゲーム製作企業
の良きパートナーとして、音楽と音響効果の立案、声優収録から完成までのすべての段階において質の高いプレミアサービ
スを、主要なすべてのゲーム機、携帯機器、PC用途に、効率的な管理のもと、経済的に、ビジュアルとの統合がスムースに
進むよう提供します。

4Ｎ-17 Sherpa Games Inc.
Sherpa Games Inc. is a business to business organization offering services for the interactive entertainment industry.
Sherpa Games works with independent game developers, intellectual property licensors, game publishers and other
organizations involved in the Interactive Entertainment space, and offer the following services: Title Representation; Studio
Representation; and Licensor Representation. Sherpa Games is currently looking for a publishing and distribution deal for a
DS Title called “Mindhabits”. This game is finished (needs to be localized) and ready for sale. A secondary objective is to
meet Japanese publishers and understand the products they are looking for.
シェルパ・ゲームズは、双方向エンタテイメント産業向けにサービスを提供する、企業間ビジネス専門の会社です。独立系
ゲーム開発業者、知的所有権のライセンサー、ゲームソフトメーカーなど双方向エンタテイメントに関わる企業を対象に、ソフ
トウェア、製作会社、ライセンサーの代理人業務をおこなっています。現在は、任天堂DS用ソフトウェア「マインドハビッツ
（Mindhabits）」を日本で販売するための提携企業を探しています。このゲームはすでに完成し、販売できる状態にあります
（日本向けは計画中）。 第二の目的は、日本のゲームソフトメーカーとの間で意見交換をおこない、日本でどのような製品
が求められているのかを理解することです。

4Ｎ-17 IUGO Mobile Entertainment
IUGO is a world-class development studio with a passion for crafting innovative and cutting-edge interactive
entertainment software for mobile devices. The independent studio specializes in the design, development and deployment
of premium mobile games and applications for all platforms, with a focus on smartphones. IUGO is seeking partners who
share a vision of excellence within the mobile space. IUGO is a well-known and respected iPhone developer with 8 of their
own original titles on the App Store to-date. IUGO develops games for: Java, BREW, Symbian, iPhone, BlackBerry and the
PSP Go.
IUGOは、携帯端末向けに最先端の革新的な双方向エンタテイメント・ソフトウェアを製作する、世界水準のゲームソフト開発
会社です。高度な携帯用ゲームとアプリケーションのデザイン、開発、展開を専門とする独立系スタジオで、スマートフォンを
中心に、あらゆるプラットフォームに対応します。現在、携帯端末の分野で優れたビジョンを共有できるパートナーを求めてい
ます。弊社はiPhone向けゲームソフトの開発では定評があり、これまでに自社開発のソフトウェア8タイトルがアップルストア
で販売されています。Java、BREW、Symbian、iPhone、BlackBerry、PSP Goに対応するゲームを開発しています。

4-S1 ＫＯＮＡＭＩ
“Connect Together ～楽しさつながる～”をテーマに、「メタルギア」シリーズ最新作『METAL GEAR SOLID PEACE
WALKER』をはじめ、『WORLD SOCCER Winning Eleven 2010』、前作を凌駕する進化を遂げた『NINETY-NINE NIGHTS Ⅱ』
など、注目の新作タイトルを出展いたします。
『METAL GEAR SOLID PEACE WALKER』では、会場での試遊コーナーの他に「未体験抑止版」（体験版）のデータ配信も行
います。
このほか、豪華ゲストを招いてのステージイベントなどを予定しています。
また、キッズコーナーでは、親子で、そして友人同士で一緒に楽しめる『ファミリーチャレンジWii』を出展いたします。
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。
ステージ情報など、詳しくは、ＫＯＮＡＭＩ特設サイトにて順次公開していきます。
ＫＯＮＡＭＩスペシャルサイト⇒ http://www.konami.jp/tgs/

※
※

出展コーナーごとの小間番号順／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。
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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試遊、及び展示／ステージイベント

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。
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 オランダパビリオン
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。

5-Ｎ31 Dutch Game Garden
The Dutch Game Garden accelerates the growth of the Dutch game industry both nationally and internationally by
providing wide-ranging support for starting and established game developers that are located in the Netherlands.
Dutch Game Gardenは国内外問わずオランダゲーム産業の成長を促進することを目的としています。オランダでゲーム事業
を始めようとする人やゲーム開発者向けに幅広いサポートを提供します。

5-Ｎ31 Ronimo Games
Ronimo Games just finished the critically acclaimed WiiWare game Swords & Soldiers for the Europe and US regions. The
company was founded by the people who made “De Blob” for PC, later sold to THQ.
Ronimo Games社はWiiWare対応のソフトとして開発・販売した「Swords & Soldiers」がヨーロッパ、アメリカ地域において高い
評価を得ました。弊社はＰＣゲームの一つ"De Blob（ブロブ、後にTHQが買収）"の開発者によって設立されました。

5-Ｎ31 EVD, Agency for International Business and Cooperation
The Agency for International Business and Cooperation (EVD) is part of the Dutch Ministry of Economic Affairs. Its
mission is to promote and encourage international business and international cooperation. As a State agency and a partner
to businesses and public-sector organizations, the EVD aims to help them achieve success in their international
operations.
The Agency for International Business and Cooperation (EVD)は、オランダ経済産業省の一部です。その使命は、海外市場
におけるオランダ企業や組織の国際的な存在感を高める事です。また州政府のエージェントとしてEVDはオランダ企業の国
際的な営業活動も支援しています。

※
※

出展コーナーごとの小間番号順／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。
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5-Ｎ31 Sticky Studios
See the latest o next-gen 3D web technology including "Streets of Gotham, Full Throttle". Come and see our branded &
serious game titles, and iPhone titles as "Sheep Abduction" and "Gene Pool".
弊社は次世代3Dゲーム"Streets of Gotham, Full Throttle"や、シリアスゲームおよびiPhone向けタイトルである"Sheep
Abduction"や"Gene Pool"などを出品します。是非弊社ブースへお立ち寄りください！

5-Ｎ32 EasyFun Entertainment Corporation
EasyFun Entertainment は2004年に設立された台湾で有数のPCゲームのディベロッパーです。Holy Beast (曙光) online と
Grand Fantasia (元タイトル名: Dreamy Journey 精霊楽章) online を開発しており、どちらのゲームも非常に人気があり、多く
のプレイヤーに愛されています。特にGrand Fantasia online は人気で、台湾でトータル会員数は50万人、最大同時接続数
CCUは2万5千人に達します。Grand Fantasia online はロールプレイングゲームにエルフの成長の要素を取り入れたゲーム
で、プレイヤーはエルフを育て、モンスターと戦わせたり、さらには彼らを着飾らせたり、彼らの家を装飾したりできます。現
在、EasyFun EntertainmentはGrand Fantasia onlineの日本、香港及び中国での展開を順調に進めています。

5-Ｎ32 Ga-Me Entertainment Co., Ltd.
来訪者に次のデモゲームを提供。気軽に体験できます。
Dｅｓｋｔｏｐ Pｅｔ Oｎｌｉｎｅの特徴
１．デスクトップでMMORPG：他の応用ソフトと同時に、メモリ・リソースを気にせずいつでも遊べる！
２．アバター：６体型×２６部位×５２組の動作＝アイテムモールに多彩のアイテム。
３．ペット：バーチャルペットがまるで本物のペットのようにデスクトップであなたにお供！
４．コミュニティ：ゲームを通してプレイヤーのブログに連結が可能。更に9つのＳＮＳシステム。
５．招待：プレイヤーはインスタントメッセンジャーを使ってペットを簡単に友達に送ることができ、相手はファイルを受け取っ
たらすぐにゲームを楽しめる。

5-Ｎ32 WINKING ENTERTAINMENT CORPORATION
A. 美術設計アウトソーシングのベストチョイス
2D美術設計： キャラクター及び環境コンセプトデザイン、ピクセルアートワーク製作、UI設計等。
3D美術設計： ゲーム内キャラクター、環境、建造物3Dモデル設計等。
ゲーム内アニメーション： Skeleton / Skin / Mo-cap / Key-Frame Animation
B. WINKINGのゲームの紹介
私たちの作品は受賞PCゲームタイトル“Heronine Anthem Series”, ”The Arabian Nights Online ”及び ”Tales of
Heroes” を含みます。
私たちは、ゲーム製作に関するワン・ストップ・サービスを提供することにより、お客様に最大限の満足を約束いた
します。

5-Ｎ32 Zealot Digital International Corp.
独自の3D及び2.5Dオンラインゲームエンジンによって開発された3つのMMORPGタイトル（”The Xenjo Online”、”The
Legend of Dai Viet”及び”Flame Dragon Online”）を展示。これらのゲームのライセンス契約の可能性を世界のすべての地
域で探しています。
”The Xenjo Online”は有名なオンライン小説「The Journey of Piao Miao」に基づいており、美しいグラフィック、華麗なスキル
エフェクト及び迫力のモンスターが登場します。また、育成の旅、不滅の武器を作成するシステム、小説に沿ったストーリー
等がゲームに組み込まれています。

5-S1 スクウェア・エニックス
スクウェア・エニックスブースでは、数々の最新作を体験および映像でお楽しみいただくことができます。

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。

※
※

出展コーナーごとの小間番号順／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。
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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プロジェクト作品制作など、独自の産学協同教育システムによ
り、業界が求める、即戦力としてのクリエーターを、業界と共に育成する、「好きなことを仕事にできる」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、マイクロソフト株式会社XNAグループと組んで、商品化を目指して制作されたゲームをはじめ、株式会社
ブシロードからのカードゲームデザインプロジェクト、CG映像やポスター作品など、企業プロジェクト作品を中心に展示予定
です。

6-N4 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、ブースには在校生が制作したゲームや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。

6-N5 総合学園ヒューマンアカデミー
総合学園ヒューマンアカデミーでは、札幌から沖縄まで全10校舎から選抜された学生作品が一堂に展示されます。Xbox360
での試遊をはじめ、パソコン・パネル展示など来場いただいた方に、お楽しみいただけるような作品を準備してお待ちしてお
ります。また、毎年恒例となった豪華景品が当たる“大抽選会”を今年も実施いたします！！

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)。

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2009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。

※
※

出展コーナーごとの小間番号順／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。
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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。

6-N10 国際アート＆デザイン専門学校
学生が制作したPCゲームの出展。大型スクリーンではCGアニメーションの上映をいたします。ぜひ、お立ち寄りください。

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
学生作品をプレイ可能な状態で展示しています。
3Ｄ立体映像のゲームでも遊んで頂けます！
ぜひお立ち寄り頂き、遊んでみて下さい。

※
※

出展コーナーごとの小間番号順／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

「東京ゲームショウ2009」出展ブース内容 第２弾

2009.09.15

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DS、PCゲーム、携帯ゲームおよびＣＧ作品の展示・上映のほか、オリジナル
ルービックキューブがゲットできる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。

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-N18 専門学校 東京デザイナー学院
ゲームを始め、アニメ、マンガ、ファッション、インテリアなど幅広いデザイン分野をカバーする総合デザイン専門学校。なか
でもゲームクリエイター科は、ゲームキャラクター専攻や３Dグラフィッカー専攻など５つのコースで業界のニーズに対応す
る。今回の出展ではバリエーション豊富な２DCGや、ムービーを中心とした３DCG。ゲーム企画や気軽にプレイ出来るカジュ
アルゲームを出展します。

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。
ブースでは学生たちが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。
また、3D立体映像やAR(拡張現実)技術を使った最先端の映像作品を体験することができます。
当日ご来場のお客様に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
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方の姿を良
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…）なんて事もよくあります。素敵な先生と自慢の学生たちの、他とはちょっ
と違う学校です。そんな学生達の作品をどうぞご覧ください。

6-N21 日本電子専門学校
ゲーム系5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・ゲーム制作科夜間部）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。3ヶ月の力作ぞろい！実際に試遊が出来ますので是
非遊びに来てください。またブース内ではレースゲーム大会（学生作品）イベントを実施します！ぜひご参加下さい。

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 専門学校 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（ゲームデザイン専攻 ゲームプログラム専攻）、トイデザイン学科
は学生ゲーム制作作品／パネル／キャラクターフィギュアを展示します。

※
※

出展コーナーごとの小間番号順／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。
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6-N24 尚美学園大学
尚美学園大学の情報表現学科は、音響、映像、CG・美術、情報・ゲーム、Web応用の5つのフィールドを横断的に組み合わ
せ自由に学べる「マルチフィールド制」と呼ばれる独自のカリキュラムで知られています。ブースでは日本ゲーム大賞受賞作
品をはじめ、学生たちが制作したゲームの体験コーナーや、学生によるCGやメディアアート作品、そして最新のコンピュータ
ビジョンを応用したゲーム作品などを映像で紹介するコーナーも用意されています。

※
※

出展コーナーごとの小間番号順／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。
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【物販コーナー】
7-C1 スクウェア・エニックス
物販コーナーのスクウェア・エニックスブースではシルバーアクセサリーやフィギュア、ぬいぐるみ、ポスターなど御馴染の人
気グッズのほか、今年は新作ゲームの新商品も数多くそろえて販売いたします。また参考展示として、現在開発中の新商品
の展示なども行っています。

7-C2 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」「セキレイ～未来からのおくりもの～」等、アルケミストから発売され
る作品のオリジナルグッズを販売いたします。

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－ＷａＳａＢｉ－」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-C6 三英貿易
マリオ、ヨッシー、リンク、ピクミン、カービィ、どうぶつの森など、人気の任天堂ゲームキャラクターを中心としたぬいぐるみを
販売しています。クオリティの高い商品に仕上がっていますので、ぜひ一度お立ち寄り下さい。

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。
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「ネコ残業中」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-C10 ディースリー・パブリッシャー
今年のディースリー・パブリッシャーブースは物販コーナーを充実致します！気になる販売ラインナップは、乙女グッズやド
リームクラブグッズなど老若男女問わず多くの皆様にご満足していただける内容になっております。特に乙女グッズはあの
大人気シリーズの複製原画（蔵出し！）をはじめ、スペシャルアイテムを多数ご用意する予定です！来場の際は是非ディー
スリー・パブリッシャー物販コーナーにお立ち寄り下さい！きっとご満足いただける商品が見つかるはず！！

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。

※
※

出展コーナーごとの小間番号順／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。
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7-C13 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、「ドラゴンクエスト」シリーズ、「キングダム ハーツ」シリー
ズをはじめ、「FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN COMPLETE」、「クロノ・トリガー」などスクウェア・エニックスの人気
ゲーム・映像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最新作「FINAL FANTASY
XIII」の楽曲を収録した「スクウェア・エニックス MUSIC オリジナル・サンプラーCD Vol.4」と「スクウェア・エニックス MUSIC オ
リジナル・エコバック」をプレゼント！

7-C14 5pb.
5pb. 物販ブースでは、夏～秋の人気タイトル関連のグッズや、レアグッズ満載のガチャガチャをご用意してみなさまのご来場
をお待ちしております。
各タイトルのPVなども上映しますのでお楽しみに！
販売予定商品
STEINS;GATE ラボメンプレミアムセット／メモリーズオフ6NR サマーセット／LUCIAN BEE'Sセット／CHAOS;HEAD NOAH シ
リアルナンバー入懐中時計／他
ガチャガチャ（1回200円）
萌えボイス入MP3プレーヤー、CHAOS;HEAD 特製Tシャツetc

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』のオリジナル商品を販売します。今回の新商品は
文具系が充実。また、Tシャツや携帯ストラップの新バージョンなど、新作グッズ盛りだくさんでお待ちしております。ぜひお立
ち寄りください！

7-N11 ブシロード
ブシロードはトレーディングカードゲームの企画、開発、発売を行っております。弊社の代表的な作品として、人気ゲームソフ
トやアニメーション、コミックなどのコンテンツやキャラクターを使用したトレーディングカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』『カ
オスＴＣＧ（トレーディングカードゲーム）』があります。また、本年7月には『カオスＴＣＧ』のオンラインゲーム『カオスオンライ
ン』を導入いたしました。今回の出展ブースでは『ヴァイスシュヴァルツ』や女性向けカードゲーム『アリス+クロス』の展示販
売を行うとともに、カードゲームの講習会、体験イベントも同時に開催いたします。

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「ベヨネッタ」「戦場のヴァ
ルキュリア」など新作ゲームのグッズや、昨年度即完売してしまった「メガドライブトートバッグ」や、今回初登場のセガサター
ングッズなど、魅惑のセガグッズが登場予定！！ お楽しみに♪

※
※

出展コーナーごとの小間番号順／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。
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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, iceemitting 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、ノルウェー、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9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。

5-N13 ビットキャッシュ
インターネット上での決済を行えるプリペイド式の電子マネー『BitCash（ビットキャッシュ）』を販売し、約1万サイトの
『BitCash』が利用できる加盟店とのアライアンスなどの業務を展開しています。そのBitCashが使えるサイトや加盟店とのア
ライアンスを御紹介いたします。

※
※

出展コーナーごとの小間番号順／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。
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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EsPix Pro（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、画像ファイルの条件検索・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でアイコンやサムネイルを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最新バージョンimesta 7（イメスタ7）も紹介いたします。imesta 7は、S3TC圧縮の問題点で
あったブロックノイズを大幅に低減できる新機能「W-S3TC圧縮」を搭載しています。弊社ブースにて、この「W-S3TC圧縮」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」をプレイアブル展示いたします。また、今冬リリース予
定のモバイル向けSDKをいち早く搭載した、オンライン対戦対応とBREW®アプリ「METAL SLUG」もプレイアブル展示いたしま
す。

※
※

出展コーナーごとの小間番号順／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。
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5-N22 エンターブレイン
エンターブレインのグローバルマーケティング局は、国内外のゲーム業界におけるリサーチおよび、コンサルティング業務を
行っています。過去15年以上の販売データベースを駆使し、ゲーム市場のマーケティングサービスのスタンダードとして様々
なサービスを展開しております。
会期中は、データベースサービスの決定版「f-ism.net」の待望の新バージョン（コードネーム：Ageha）のシステム強化詳細の
全貌を、実際に体感してもらうことが可能です。
当日はゲームマーケティング無料相談会も実施。
また、来場者特典としてスペシャルデータシートの進呈を予定しております。
ゲーム業界に携わる全ての方々へ、最先端のマーケティングサービス情報を垣間見られる、絶好の機会です。
詳細はhttp://www.f-ism.net/をご覧ください。
Famitsu Group / Enterbrain's Global Marketing Division provides the most comprehensive up-to-date data and social
media services on World's interactive entertainment industry.
Drawing from our extensive network within the Japanese game market, our sources include:
3,200 participating retail stores in Japan
31,000 other franchise and convenience stores in Japan.
Our data services are ideal for anyone with an acute interest in the Japanese gaming market, including publishers looking
to either enter Japan's game market or to publish Japanese games in overseas markets and you can have a look at all the
services at our booth during TGS!

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。また、セカイカメラ展示での屋内位置測位にもPlaceEngineが利用されています。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。

5-N26 ダグミュージック
外国人作家によるゲーム音楽の制作についてのご紹介と、東京在住外国人声優によるボイスオーバーのナレーションサン
プルのご紹介を行います。

5-N27 ビーイング
ゲーム業界標準（になるかも知れない）プロジェクトマネジメントソフトウェア『BeingManagement-CCPM』の展示ブースです。
★BeingManagement-CCPMの３大キーワード★ ①瞬時 ②簡単 ③明瞭
プロジェクトマネジメントにお困りの方、弊社展示ブースにお立ち寄りください。ソフトウェアのデモンストレーションと共に、
キーワードの謎を解いてご覧に入れましょう。

※
※

出展コーナーごとの小間番号順／株式会社等の表記省略
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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】 (iPhone, Google Phone/Android版)試遊
「WAE五目並べ」は誰でも知っている「五目並べ」から派生した新しいゲーム。
ルールは簡単だけど奥が深い。(特許出願中)
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。
試遊に参加して頂いた方にはもれなく記念品プレゼント。
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』、
そしてこの秋公開予定の新作『GARNET CRADLE～The Ark of Phantasm～』のご紹介です。
人気イラストレーターあづみ冬留先生、七瀬葵先生、CARNELIAN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。
新たなコミュニティスペースの形をぜひ体験してみてください！
◆紅炎のソレンティア
http://solentia.jp/
◆カレイド恋歌
http://kaleido.surpara.com/
◆GARNET CRADLE～The Ark of Phantasm～
http://garnet-ark.com/

5-N39 CRI・ミドルウェア
アプリ開発を支援する、iPhone/iPod touch向け動画・音声ソリューションのデモを行います。
★アプリの音声データを高音質のまま1/10に圧縮
★「音質」を変えずにスロー再生や早送り再生を実現
★iPhone上で動画を自由に拡大・縮小・回転
また、iPhoneアプリのための、マーケティング支援ミドルウェア『CLOUDIA』の詳細も、デモを交えてご紹介します！

5-N40 ジグノシステムジャパン
EZweb公式BREW®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。

※
※

出展コーナーごとの小間番号順／株式会社等の表記省略
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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。ご来場のお
客様には『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』特製丸うちわをプレゼント！他にも会場限定のノベルティグッズを抽選でプレゼン
トいたします！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と身長1メートルの巨大ヱヴァ『ギガンゲリオン』が目印です。

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、フジテレビが運営する「フジテレビゲームセンターCX」モバイルサイトから、超人気
番組「ゲームセンターCX」の無料ゲームを配信！その他会場でしか手に入らないコンテンツも盛りだくさん！
さらに、現在5,000名を超えるクリエイターが住民となっている、クリエイター育成・発掘の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！期間限定で行っている「各種コンテスト」なども大好評です。
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。

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。
また、世界初!! 完全オリジナル・ネットワーク・アクションRPG「デビルハンター」のプレイヤブルデモを展示しております。

5-N48 ワーカービー
400人以上の戦国武将が登場する「覇業」シリーズ、正統派人気女性向け「明日キミに...」シリーズなど、高品質なサウンド・
グラフィックが自慢の作品が満載！
ブースでは今後配信予定のアプリの情報や映像、また先行体験版をプレイできますので、ぜひお越し下さい！
先行体験版をダウンロードできるゲームショウ特設サイトへ簡単にアクセスできる「ピットタッチ」やＱＲコードもご用意してあり
ます。

※
※
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【キッズコーナー】
8-C1 マイクロソフト
マイクロソフトコーナーでは、10月22日に発売予定のレースゲーム『Forza Motorsport 3』 (フォルツァ モータースポーツ 3 )を
体験プレイできます。ブレーキをしなくていい「オートブレーキ機能」で誰でも簡単に世界中の有名なスーパーカー、スポーツ
カーを運転できます！さらに、ミニゲームとレースゲームがひとつになったみんなでワイワイ遊べるパーティーゲーム『あつま
れ！ピニャータ® ～レッツ☆パーティー～』、そして、よりすぐりのカジュアルゲームの中から好きなタイトルを選んで遊べる
Xbox LIVE アーケードゲームタイトルをたくさん用意しています。友達をさそって、マイクロソフト キッズコーナーに遊びにきて
ね !!

8-C2 セガ
今年のセガ キッズコーナーでは、Wii用ソフト2タイトルが遊べます。パーティーアクション『スーパーモンキーボール アスレ
チック』は、バランスWiiボードに対応しているので、体を動かして楽しむことができます。さらに、かわいいキャラクター達が活
躍する大人気のアクションパズル『ぷよぷよ７』Wii版も遊べます。お子様連れの方は是非お立ち寄りください。

8-C4 バンダイナムコゲームス
09年秋冬にかけて発売する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。

※
※
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【ビジネスミーティング】
8-N4 ナウプロダクション
（株）ナウプロダクションは、1986年設立の独立系ゲーム・ディベロッパーです。現在210名の社員が在籍しております。現在
まで200タイトルを越えるビデオ・ゲーム・ソフト開発、日本国内での自社ゲーム・タイトルのパブリッシングをはじめ、モバイ
ル・ゲーム開発、オンラインコンテンツ開発、パチンコ液晶表示開発を行っている会社です。近年では、欧米メジャー・ゲー
ム・パブリッシャーとのゲーム制作受託ビジネスが増加しており、欧米市場向のゲームタイトル開発の経験を積みながら、実
績を数多く残しております。その他、ゲームソフトの企画提案、ライセンスアウトやセールス、国内外企業との協業も積極的
に取り組んでおり、海外企業へのアウトソーシング事業も恒常的に行なっております。
NOW PRODUCTION CO.,LTD is an independent game developer established in 1986. Currently we have the total number
of 210 employees. We have developed more than 200 titles including video games/software and have published own titles
in the domestic market as well as working on mobile game development, online contents development, and LC display
development for Pachinko pinball machine.
In recent years, OEM business with Western major game publishers have increased and we have had much experience in
developing game titles for western market so far. In addition, we work on proposing game ideas, licensing-out, sales,
actively collaborating with domestic and international companies and constantly promoting outsourcing to foreign
companies.

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、ノルウェー、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、家
庭用ゲーム機、PC、携帯ゲーム機、および携帯電話向けコンテンツに適した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、日本に事業拠点を構え、従業員数は３００人以上、さらに４５０人以
上の契約ＱＡテスター、４００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、マルチリンガルなプロジェクトマネジメントチームが、サービス全体を通じ、お客様へのワンストップサー
ビスを提供します。

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、ＭＭ
ＯＧ（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。

8-N14 エンターブレイン
エンターブレインのグローバルマーケティング局がゲームマーケティング無料相談会（事前にお申し込みください）を行いま
す。
会期中は、国内外のゲーム市場に関するご質問は勿論、株式会社ゲームエイジ総研によるユーザー調査、分析に関するご
相談、またiPhone、Android、ダウンロードゲームなど、新しいゲームプラットフォームに対する販売戦略など、多種多様なご
相談も、個別に伺います。
ゲーム業界関係者の方々へ、エンターブレインのアナリストチームが直接お悩みにお答えさせていただく又とない機会です
ので、是非お申し込みをお待ちしております。
詳細はhttp://www.f-ism.net/をご覧下さい。

※
※

出展コーナーごとの小間番号順／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。
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