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アイレムソフトウェアエンジニアリング 絶体絶命都市４ -Summer Memories- ZETTAI ZETSUMEI TOSHI 4 PS3 その他 サバイ バル・アクショ ンアドベンチャー 対応 予定 7,140 円 予定 　 今冬

パチパラ１６ ～ギンギラパラダイス２～ Pachipara 16 PS3 その他 パチンコシミュレーター 対応 予定 6,090 円 ダウンロード版\4,800（税込） 予定 2010年 10月

戦国絵札遊戯 不如帰 大乱 SAMURAI Card Game - BATTLE OF HOTOTOGISU TAIRAN PSP その他 トレーディングカードゲーム＋シミュレーションゲーム 対応 確定 5,040 円 ダウンロード版\3,800（税込） 確定 2010年 9月 9日

アスキー・メディアワークス デュラララ!! 3way standoff DURARARA!! 3way standoff PSP アドベンチャー 池袋疾走アドベンチャー 対応 予定 6,090 円 限定版：8190円　DL版：5040円 予定 2010年 9月 22日

2 とある魔術の禁書目録 Toaru Majutsu no Index PSP アクション 3D対戦アクション 対応 予定 6,279 円 限定版：9429円 予定 2011年 1月 27日

3 ティンクル☆くるせいだーす GoGo! TWINKLE CRUSADERS GoGo! PSP その他 どきどきワクワク生徒会バトルラ ブコメ 対応 予定 6,090 円 豪華限定版：10290円　豪華版：9240円 予定 2010年 9月 30日

4 乃木坂春香の秘密　同人誌、はじめました♥ Nogizakaharuka no Himitsu Doujinnshi Hajimemashita PSP アドベンチャー 恋愛アドベンチャー 非対応 予定 5,040 円 DL版：3990円 予定 2010年 10月 28日

インコム・ジャパン POSAカード POSA CARD その他 その他 　 未定 発売中

ガマニアデジタルエンターテインメント DIVINA DIVINA PC ロールプレイング MMORPG 対応 確定 基本料金無料 円（アイテム課金) 確定 2010年 秋

Reign of Assassins Reign of Assassins PC ロールプレイング MMORPG 対応 予定 基本料金無料 円（アイテム課金) 未定

Langrisser Schwarz Langrisser Schwarz PC その他 RSRPG 対応 予定 基本料金無料 円（アイテム課金) 未定

Tiara Concerto Tiara Concerto PC ロールプレイング MMORPG 対応 予定 基本料金無料 円（アイテム課金) 未定

Warrior Of Dragon Warrior Of Dragon PC ロールプレイング MMORPG 対応 予定 基本料金無料 円（アイテム課金) 未定

Soul Captor Soul Captor PC ロールプレイング MMORPG 対応 予定 基本料金無料 円（アイテム課金) 未定

HERO：108 HERO：108 PC iPhone アクション 対応 予定 基本料金無料 円（アイテム課金) iPhoneは無料プレイ 未定

Core Blaze Core Blaze PC その他 AMMORPG 対応 予定 基本料金無料 円（アイテム課金) 未定

コーエーテクモゲームス 維新の嵐 疾風龍馬伝 ニンテンドーDS アドベンチャー 幕末アドベンチャー 非対応 確定 5,040 円 確定 2010年 11月 18日

TROY無双 PS3 Xbox360 アクション タクティカルアクション 未定 未定 未定

Winning Post 7 2010 PC シミュレーション 競馬シミュレーション 非対応 確定 8,190 円 確定 2010年 8月 27日

Winning Post 7 2010 PS3 シミュレーション 競馬シミュレーション 非対応 確定 7,560 円 確定 2010年 9月 22日

Winning Post 7 2010 PSP シミュレーション 競馬シミュレーション 非対応 確定 5,040 円 確定 2010年 9月 22日

TRINITY Zill O'll Zero PS3 アクション アクションRPG 非対応 確定 8,190 円 予定 2010年 秋

ＱＵＡＮＴＵＭ　ＴＨＥＯＲＹ PS3 Xbox360 シューティング アクション・シューティング 対応 確定 7,980 円 予定 2010年 9月 30日

信長の野望 Online PC ロールプレイング 戦国オンラインＲＰＧ 対応 確定 1,260 円/月 サービス中

真・三國無双 Online PS3 アクション 一騎当千MMOアクション 対応 確定 6,090 円 アップデート無料 サービス中

真・三國無双 Online PC アクション 一騎当千MMOアクション 対応 確定 0 円 基本プレイ無料 サービス中

大航海時代 Online PS3 ロールプレイング オンライン海洋冒険ロールプレイングゲーム 対応 確定 1,575 円/月 サービス中

大航海時代 Online PC ロールプレイング オンライン海洋冒険ロールプレイングゲーム 対応 確定 1,575 円/月 サービス中

信長の野望･天道 パワーアップキット PC シミュレーション 歴史シミュレーション 非対応 未定 予定 2010年 12月

Annie's Wild Shot その他 Android シューティング タッチアクショ ンガンシューティング 非対応 未定 予定 2010年 秋

信長の野望･全国版 iPhone iPad, Android シミュレーション 歴史シミュレーションゲーム 非対応 確定 1,200 円 確定 2010年 8月 18日
KONAMI キャッスルヴァ二ア　ロード　オブ　シャドウ Castlevania Lords of Shadow PS3 Xbox360 その他 アクションアドベンチャー 未定 予定 2010年

メタルギア ソリッド ピースウォーカー METAL GEAR SOLID PEACE WALKER PSP その他 タクティカル・エスピオナージ・オペレーション 確定 5,229 円 ダウンロード版 4,700円（税込） 発売中
メタルギア ソリッド ライジング METAL GEAR SOLID RISING PS3 Xbox360 その他 ライトニング・ボルト・アクショ ン 未定 未定
ザックとオンブラ　まぼろしの遊園地 ニンテンドーDS アドベンチャー 予定 4,980 円 予定 2010年 10月 28日
ワールドサッカー ウイニングイレブン 2011 WORLD SOCCER Winning Eleven 2011 PS3 Xbox360 その他 サッカー/アクション 対応 　 7,980 円 PSP版は4,980円 予定 2010年 10月 28日
ワールドサッカー ウイニングイレブン 2011 WORLD SOCCER Winning Eleven 2011 PSP その他 サッカー/アクション 　 　 4,980 円 予定 2010年 11月 18日
オトメディウスX（エクセレント！) Otomedius X Xbox360 シューティング 未定 予定 2010年 秋
ラブプラス+ LOVEPLUS＋ ニンテンドーDS その他 コミュニケーション 確定 4,800 円 発売中 2010年 6月 24日
クロスボード7 Adrenalin Misfits Xbox360 Ｋｉｎｅｃｔ対応 その他 体感ボードレースアクション 対応 未定 未定
DanceEvolution DanceEvolution Xbox360 Ｋｉｎｅｃｔ対応 その他 リアルダンスアクション 対応 未定 未定
キャサリン　（アトラス） ＣＡＴＨＥＲＩＮＥ PS3 Xbox360 アクション 対応 未定 予定 　 冬
桃太郎電鉄ＷＯＲＬＤ　(ハドソン） MOMOTARO DENTETSU WORLD ニンテンドーDS その他 ボードゲーム 対応 予定 5,460 円 予定 2010年 12月 2日
Arms' Heart　(ハムスター） Arms' Heart PSP その他 ダーク・スチームパンクRPG 非対応 予定 5,229 円 予定 2010年 11月 25日
英雄伝説 零の軌跡　(日本ファルコム） THE LEGEND OF HEROES: ZERO NO KISEKI PSP ロールプレイング 非対応 予定 6,090 円 予定 2010年 9月 30日
UFC® Undisputed™ 2010 　（ユークス） UFC® Undisputed™ 2010 (YUKE'S) PS3 Xbox 360 その他 アクション/格闘 対応 予定 7,329 円 確定 2010年 9月 9日
ラブプラスアーケード　 LOVEPLUS ARCADE その他 その他 コミュニケーション 　 　

セガ ファンタシースターポータブル2 インフィニティ PHANTASY STAR PORTABLE2 INFINITY PSP ロールプレイング 対応 未定 　 予定 　 冬

クロヒョウ 龍が如く新章 KUROHYO　RYU GA GOTOKU SHINSYO PSP アクション アクションアドベンチャー 非対応 確定 6,279 円 DL版：5,600円 限定版：9,429円 予定 2010年 9月 22日

VANQUISH（ヴァンキッシュ） VANQUISH PS3 シューティング シューティング・アクション 非対応 確定 7,980 円 予定 2010年 10月 21日

VANQUISH（ヴァンキッシュ） VANQUISH Xbox360 シューティング シューティング・アクション 非対応 確定 7,980 円 予定 2010年 10月 21日

シャイニング・ハーツ Shining Hearts PSP ロールプレイング 心にとどくRPG 非対応 確定 6,279 円 予定 2010年 12月 16日

けいおん！ 放課後ライブ！！ K-ON! HOKAGO LIVE!! PSP アクション リズムアクション 非対応 確定 6,090 円 予定 2010年 9月 30日

電脳戦機バーチャロン フォース CYBER TROOPERS VIRTUAL-ON FORCE Xbox360 アクション 3Dロボットアクション 対応 確定 6,090 円 限定版：10,290円 予定 2010年 12月 22日

不思議のダンジョン　風来のシレン5　フォーチュンタワーと運命のダイス Mystery Dungeon Shiren the Wanderer5　FORTUNE TOWER　and　DICE OF DESTINY ニンテンドーDS ロールプレイング ダンジョンRPG 対応 確定 6,090 円 予定 2010年 12月

Ｆ１ 2010 F1 2010 PS3 レーシング 対応 確定 7,770 円 予定 2010年 10月 7日

Ｆ１ 2010 F1 2010 Xbox360 レーシング 対応 確定 7,770 円 予定 2010年 10月 7日

MAFIAⅡ MAFIAⅡ PS3 アクション 未定 確定 7,140 円 予定 2010年 11月 11日

MAFIAⅡ MAFIAⅡ Xbox360 アクション 未定 確定 7,140 円 予定 2010年 11月 11日

バレットソウル -弾魂- なし Xbox360 シューティング 縦スクロールシューティング 対応 未定 未定

戦場のヴァルキュリア３ SENJOU NO VALKYRIA3 PSP シミュレーション アクティブ・シミュレーショ ンRPG 非対応 確定 6,279 円 DL版：5,600円 予定 2011年 1月 27日

龍が如く OF THE END RYU GA GOTOKU OF THE END PS3 アクション アクションアドベンチャー 非対応 未定 未定

プーペガールDS2 ～エレガントミントスタイル～ なし ニンテンドーDS その他 おしゃれコーディネート 非対応 未定 予定 2010年 12月 16日

プーペガールDS2 ～スウィートピンクスタイル～ なし ニンテンドーDS その他 おしゃれコーディネート 非対応 未定 予定 2010年 12月 16日

アルカナハート3 なし PS3 アクション ハートフル2D対戦アクション 対応 確定 7,140 円 限定版：9,660円 予定 2011年 1月 13日

アガレスト戦記2 Rejend of A garest War2 PS3 ロールプレイング リーディングRPG 対応 確定 7,329 円 限定版：9,429円 予定 2010年 10月 21日

リトルバスターズ Converted Edition Little Busters! Converted Edition PSP アドベンチャー 恋愛アドベンチャー 非対応 確定 6,090 円 予定 2010年 11月 18日

真・恋姫†夢想～乙女繚乱☆三国志演義～呉編 SHIN　KOIHIMEMUSOU　OTOMERYOURAN　SANGOKUSHIENGI　GOHEN PSP アドベンチャー 純愛歴史アドベンチャー 非対応 確定 6,825 円 予定 2010年 9月 22日

真・恋姫†夢想～乙女繚乱☆三国志演義～魏編 SHIN　KOIHIMEMUSOU　OTOMERYOURAN　SANGOKUSHIENGI　ＧＩHEN PSP アドベンチャー 純愛歴史アドベンチャー 非対応 確定 6,825 円 予定 2010年 10月 28日

真・恋姫†夢想～乙女繚乱☆三国志演義～蜀編 SHIN　KOIHIMEMUSOU　OTOMERYOURAN　SANGOKUSHIENGI　SHOKUHEN PSP アドベンチャー 純愛歴史アドベンチャー 非対応 確定 6,825 円 予定 2010年 11月 25日

Pia♥キャロットへようこそ!!4 ～夏の恋活～ ＰｉａCARROT　HEYOUKOSO!!４　~NATSU　NO　KOIKATSU~ Xbox360 その他 恋愛ADV+SLG 非対応 確定 7,329 円 予定 　 冬 　

77（セブンズ） ～beyond the Milky Way～ ７７（Ｓｅｖｅｎｓ）　~ｂｅｙｏｎｄ　ｔｈｅ　Ｍｉｌｋｙ　Ｗａｙ~ PSP アドベンチャー 主人公争奪ドタバタ学園アドベンチャー 非対応 確定 6,090 円 予定 2010年 12月 22日

ディースリー・パブリッシャー STORM LOVER STORM LOVER PSP アドベンチャー 恋愛アドベンチャー 非対応 確定 6,090 円 発売中 2010年 8月 5日

VitaminX Evolution Plus VitaminX Evolution Plus PSP アドベンチャー 恋愛アドベンチャー 非対応 確定 5,040 円 予定 2010年 9月 9日

維新恋華　龍馬外伝 ISHINRENKA　RYOMAGAIDEN PSP アドベンチャー 恋愛アドベンチャー 非対応 予定 5,040 円 予定 2010年 11月 25日

mobile VitaminZ mobile VitaminZ docomo アドベンチャー 恋愛アドベンチャー 対応 確定 315 円/月 配信中 2010年 8月 2日

ドリームクラブ・ポータブル DREAM C CLUB Portable PSP シミュレーション 恋愛シミュレーション 対応 予定 5,040 円 予定 2010年 10月 28日

ドリームクラブ ZERO DREAM C CLUB ZERO Xbox360 シミュレーション 恋愛シミュレーション 対応 予定 7,140 円 予定 　 冬

BANGAI-O HD MISSILE FURY BANGAI-O HD MISSILE FURY Xbox360 XBLA シューティング 対応 予定 800 ポイント 予定 2010年 秋

お姉チャンバラSPECIAL（仮） OneChanbaraSPECIAL PSP アクション 剣劇アクション 対応 予定 予定 冬

マイクロソフト Kinect™ アドベンチャー！ Kinect™ Adventures Xbox360 アクション アクションアドベンチャー 対応 確定 本体パック、センサー同梱のみ 予定 2010年 11月 20日

Kinect™ スポーツ Kinect™ Sports Xbox360 スポーツ 対応 確定 5,880 円 予定 2010年 11月 20日

Kinect™ アニマルズ Kinectimals™ Xbox360 シミュレーション 育成シミュレーション 対応 確定 5,880 円 予定 2010年 12月 9日

タイトル名／展示物名 プラットフォーム ジャンル 価格 発売日
出展社名(Exhaibiter ) オンライン対応
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マイクロソフト Kinect™ ジョイライド Kinect™ Joy Ride Xbox360 レーシング 対応 確定 5,880 円 予定 2011年 上旬

Halo®: Reach (ヘイロー: リーチ) Halo®: Reach Xbox360 シューティング 対応 確定 7,140 円 確定 2010年 9月 15日

Fable® III Fable® III Xbox360 アクション アクションRPG 対応 確定 7,140 円 確定 2010年 10月 28日

Mass Effect™ 2 Mass Effect™ 2 Xbox360 ロールプレイング アクション RPG 対応 予定 未定

モリゲームズ ＮＤＳセンヨウカードポケット３ NDS Exclusive Card Pocket 3 ニンテンドーDS 周辺機器 確定 315 円 発売中

液晶保護フィルム Lite LCD Guard Film Lite ニンテンドーDS 周辺機器 確定 630 円 発売中

液晶保護フィルム下画面用 LCD Guard Film Lower Screen ニンテンドーDS 周辺機器 確定 368 円 発売中

カードポケット３ポケモン　ジョウト地方編 Card Pocket Pokemon jyoutosihouhen ニンテンドーDS 周辺機器 確定 473 円 発売中

カードポケット6+ポケモン Card Pocket 6+ Pokemon ニンテンドーDS 周辺機器 確定 525 円 発売中

カードポケット12 Card Pocket  12 ニンテンドーDS 周辺機器 確定 840 円 発売中

スマートタッチペン　ホワイト Smart Touch Pen White ニンテンドーDS 周辺機器 確定 420 円 発売中

スマートタッチペン　ブルー Smart Touch Pen  Blue ニンテンドーDS 周辺機器 確定 420 円 発売中

スマートタッチペン　ネイビー Smart Touch Pen Navy ニンテンドーDS 周辺機器 確定 420 円 発売中

スマートタッチペン　ピンク Smart Touch Pen Pink ニンテンドーDS 周辺機器 確定 420 円 発売中

スマートタッチペン　ブラック Smart Touch Pen Black ニンテンドーDS 周辺機器 確定 420 円 発売中

液晶保護フィルムＤＳⅰ LCD Guard Film Dsi ニンテンドーDS 周辺機器 確定 630 円 発売中

液晶保護フィルムDSiLL LCD Guard Film Dsi-LL ニンテンドーDS 周辺機器 確定 683 円 発売中

画面＆レンズクリーナーＤＳⅰ Screen &Lens Cleaner ニンテンドーDS 周辺機器 確定 473 円 発売中

ストレッチタッチペンＤＳⅰホワイト Stretch Touch Pen ＤＳi White ニンテンドーDS 周辺機器 確定 525 円 発売中

ストレッチタッチペンＤＳⅰブラック Stretch Touch Pen ＤＳi Black ニンテンドーDS 周辺機器 確定 525 円 発売中

ストレッチタッチペンDSi ピンク Stretch Touch Pen ＤＳi Pink ニンテンドーDS 周辺機器 確定 525 円 発売中

ストレッチタッチペンDSi ライムグリーン Stretch Touch Pen ＤＳi Lime green ニンテンドーDS 周辺機器 確定 525 円 発売中

ストレッチタッチペンDSi メタリックブルー Stretch Touch Pen ＤＳi Metallic blue ニンテンドーDS 周辺機器 確定 525 円 発売中

ストレッチタッチペンDSi レッド Stretch Touch Pen ＤＳi Red ニンテンドーDS 周辺機器 確定 525 円 発売中

スマートポーチDSi　ホワイト Smart  Ｐｏｔｉ Ｗｈｉｔｅ ニンテンドーDS 周辺機器 確定 840 円 発売中

スマートポーチDSi　ブラック Smart  Ｐｏｔｉ Black ニンテンドーDS 周辺機器 確定 840 円 発売中

スマートポーチDSi　ピンク Smart Ｐｏｔｉ Ｐｉｎｋ ニンテンドーDS 周辺機器 確定 840 円 発売中

スマートポーチDSi　イエローグリーン Smart Touch Ｐｏｔｉ yellow green ニンテンドーDS 周辺機器 確定 840 円 発売中

スマートポーチDSi　ダークブルー Smart Touch Ｐｏｔｉ dakuburu- ニンテンドーDS 周辺機器 確定 840 円 発売中

スマートポーチDSi　レッド Smart Touch Ｐｏｔｉ red ニンテンドーDS 周辺機器 確定 840 円 発売中

Ｗｉｉ専用　サイドスタンド Wii Exclusive Side Stands Wii 周辺機器 確定 1,890 円 発売中

Ｗｉｉ専用　サイドスタンド　kuro Wii Exclusive Side Stands　kuro Wii 周辺機器 確定 1,890 円 発売中

インイヤーヘッドホン　ホワイト inearheadhoon white ニンテンドーDS 周辺機器 確定 1,575 円 発売中

インイヤーヘッドホン　ブラック inearheadhoon black ニンテンドーDS 周辺機器 確定 1,575 円 発売中

スマートポシェットポケモン ピカチュウ Smart Pochette pokemon pikatyu ニンテンドーDS 周辺機器 確定 1,575 円 発売中

スマートポシェットポケモン ポッチャマ Smart Pochette pokemon potyama ニンテンドーDS 周辺機器 確定 1,575 円 発売中

スマートポシェットポケモン シェイミ Smart Pochette pokemon sheime ニンテンドーDS 周辺機器 確定 1,575 円 発売中

ポケモンバッグ アルセウスバージョン Pokemon Back aruseurusu ba-jyon ニンテンドーDS 周辺機器 確定 1,995 円 発売中

スマートポシェットポケモン セレビィ Smart Pochette pokemon serebi ニンテンドーDS 周辺機器 確定 1,575 円 発売中

キャラシールドＧ DSLite ロックオン Cara Shield G DS  Lite lock on ニンテンドーDS 周辺機器 確定 630 円 発売中

キャラシールドＧ DSLite ＺＡＫＵ Cara Shield G DS  Lite Zaku ニンテンドーDS 周辺機器 確定 630 円 発売中

キャラシールドＧ DSLite ＲＸ78 Cara Shield G DS  Lite RX78 ニンテンドーDS 周辺機器 確定 630 円 発売中

キャラシールドＧ DSLite S-ＥＦＳＦ Cara Shield G DS  Lite S-EFSF ニンテンドーDS 周辺機器 確定 630 円 発売中

キャラシールドＧ DSlite S-ＺＥＯＮ Cara Shield G DS  Lite S-ZEON ニンテンドーDS 周辺機器 確定 630 円 発売中

キャラシールドＧ DSLite S-ＭＳ06 Cara Shield G DS  Lite S-MS06 ニンテンドーDS 周辺機器 確定 630 円 発売中

キャラシールドＧ DSi ロックオン Cara Shield G DSi Lock on ニンテンドーDS 周辺機器 確定 630 円 発売中

キャラシールドＧ DSi ＺＡＫＵ Cara Shield G DSi zaku ニンテンドーDS 周辺機器 確定 630 円 発売中

キャラシールドＧ DSi ＲＸ78 Cara Shield G DSi RX78 ニンテンドーDS 周辺機器 確定 630 円 発売中

キャラシールドＧ DSi S-ＲＸ78 Cara Shield G DSi S-RX78 ニンテンドーDS 周辺機器 確定 630 円 発売中

キャラシールドＧ DSi S-ＺＡＫＵ Cara Shield G DSi S-ZAKU ニンテンドーDS 周辺機器 確定 630 円 発売中

キャラシールドＧ DSi S-ＺＥＯＮ Cara Shield G DSi S-ZEON ニンテンドーDS 周辺機器 確定 630 円 発売中

カードポケット3ガンダム  Card Poket 3 Gundam ニンテンドーDS 周辺機器 確定 473 円 発売中

タッチウェポンG  Touch wepohn G ニンテンドーDS 周辺機器 確定 1,050 円 発売中

スマートポーチG　連邦 Smart Ｐｏｔｉ G renpon ニンテンドーDS 周辺機器 確定 1,575 円 発売中

スマートポーチG　ジオン Smart Ｐｏｔｉ G jion ニンテンドーDS 周辺機器 確定 1,575 円 発売中

キャラカバーＧ　RX-78 Car coverG RX-78 ニンテンドーDS 周辺機器 確定 1,344 円 発売中

キャラカバーＧ　ZAKU Car coverG Zaku ニンテンドーDS 周辺機器 確定 1,344 円 発売中

キャラカバーＧ　ペガサス Car coverG Pegasaus ニンテンドーDS 周辺機器 確定 1,344 円 発売中

キャラカバーＧ　シャア Car coverG shea ニンテンドーDS 周辺機器 確定 1,344 円 発売中

カードポケット３ポケモン　ベストウィッシュ Card Pocket Pokemon besuto whisyu ニンテンドーDS 周辺機器 予定 473 円 予定 2010年 9月 18日

カードポケット１２ポケモン Card Pocket  12 pokemon ニンテンドーDS 周辺機器 予定 945 円 予定 2010年 9月 18日

スマートポーチポケモン　レシラム Smart Ｐｏｔｉ pokemon resiramu ニンテンドーDS 周辺機器 予定 1,365 円 予定 2010年 9月 18日

スマートポーチポケモン　ゼクロム Smart Ｐｏｔｉ pokemon zekuromu ニンテンドーDS 周辺機器 予定 1,365 円 予定 2010年 9月 18日

レベルファイブ ニノ国 漆黒の魔導士 NINOKUNI: Sorcerer of the Darkness(Tentative title) ニンテンドーDS その他 ファンタジーＲＰＧ 　 確定 6,800 円 ※魔法指南書「マジックマスター」同梱 確定 2010年 12月 9日

ニノ国 白き聖灰の女王 NINOKUNI: Holy Ash Queen of the Light(Tentative title) PS3 その他 ファンタジーＲＰＧ 　 未定 予定 2011年

ダンボール戦機 The Little Battlers(Tentative title) PSP その他 プラモクラフトRPG 　 未定 予定 2010年

ミステリールーム MYSTERY ROOM(Tentative title) ニンテンドーDS その他 タッチアドベンチャー 　 未定 予定 2010年

イナズマイレブン ストライカーズ Inazuma Eleven Strikers (Tentative title) Wii その他 超次元バトルサッカー 　 未定 予定 2011年 春

二ノ国 ホットロイトストーリーズ NINOKUNI: THE HOTROIT STORIES(Tentative title) docomo ロールプレイング 　 未定 予定 2010年 12月 9日

キャバ嬢っぴ Club Girl(Tentative title) docomo その他 カジュアル育成ゲーム 　 確定 315～ 円/月 配信中 　 　 　

Ex Machina B.V. PlayToTV iPhone Web, Android, iPad, Facebook Others Casual 対応 未定 Scheduled 2010 Fall

TriviaQuizOnline iPhone Web, Android, iPad, Facebook Pazzle 対応 未定 On Sale

Julius Others Web Developing Tool Social gaming 対応 未定 On Sale

FUN YOURS Technology Co., Ltd. Legend of Valhalla Online PC Others MMORPG 対応 未定 Scheduled 2010 Sep 24

Wind Blade Online PC Others MMOARPG 対応 未定 未定 2011 Summer Late

Wind Fantasy Online PC Others MMORPG 対応 未定 未定 2011 Winter Late

Battle of the Orient PC Others MMORPG 対応 未定 未定 2011 Summer Early

※出展コーナーごとに順不同/株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 2/10
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タイトル名／展示物名 プラットフォーム ジャンル 価格 発売日
出展社名(Exhaibiter ) オンライン対応

FUN YOURS Technology Co., Ltd. ル・シエル・ブルー Adventure Generation Online PC Others MMORPG 対応 確定 Free charge by game items Available Online 2010 Jan 18

InterServ International Inc. 玄武豪侠伝　オンライン XW Online PC RPG 対応 確定 \(item biling) In-Service 2010 June 　

界天伝説（仮）　オンライン GR Online PC RPG 対応 未定 \(item biling) 未定 2011

RISING STAR オンライン RISING STAR Online PC Facebook Simulation 対応 確定 \(item biling) In-Service 2010 Feb

DREAM COMPANY オンライン DREAM COMPANY Online PC Facebook Simulation 対応 未定 \(item biling) 未定 2010

MY PET オンライン MY PET Online PC Facebook Simulation 対応 未定 \(item biling) 未定 2010

Mega Biotech & Electronics Co., Ltd. プラグイン ＰＬＵＧＩＲＬ　ＭＡＫＥＲ　～PLUGIN～ PC Simulation 対応 未定 FREE PLAY \(item biling) 未定

Vuzix Corporation ラップ920ビデオアイウェア Wrap 920 VideoEyewear その他 周辺機器 確定 39,800 円 発売中

ラップ310ビデオアイウェア Wrap 310 VideoEyewear その他 周辺機器 確定 29,800 円 発売中

ラップ230ビデオアイウェア Wrap 230 VideoEyewear その他 周辺機器 確定 19,800 円 発売中

Winking Entertainment Coporation 參天律 X.A.O.C. PC Others MMORPG 対応 未定 未定 2012 Spring Early

X-LEGEND Entertainment Co., Ltd. Finding Neverland Online PC RPG 未定 未定 未定 2010 Winter Mid

XYZ WAVE PTE LTD GGGoal 新世代機 開発ツール Gesture 未定 未定 未定

L-Wave 新世代機 開発ツール Gesture 未定 未定 未定

RECYCLE 新世代機 開発ツール Gesture 未定 未定 未定

Zeroplus Technology Co., Ltd. ZERO's Fantasy Adventure PC Action 非対応 未定 Scheduled 2011 Spring Late

ゲームPCコーナー

日本語（全角50文字以内） 英語名/ローマ字表記（半角100文字以内） 選択 その他用記入欄 選択 その他用記入欄 選択 （価格／税込・point） 単位 その他用記入欄 選択 年 月 日

日本エイサー ASM5910-N74F/G ASM5910-N74F/G PC その他 PC本体 確定 　 予定 2010年 9月 17日

AG5900-N74F/G AG5900-N74F/G PC その他 PC本体 確定 　 予定 2010年 9月 17日

GD245HQbid GD245HQbid PC 周辺機器 LCD 確定 発売中 2010年 6月

S273HLbmii S273HLbmii PC 周辺機器 LCD 確定 発売中 2010年 8月 　

S231HLbid S231HLbid PC 周辺機器 LCD 確定 発売中 2010年 4月 　

ユニットコム 窓辺ななみ　ビジュアライズノート VN635IW-Nanami PC その他 未定 確定 77,777 円 パソコンハードウェア 発売中

光＆音々ちゃん　ビジュアライズノート VN-HikariNeon PC その他 未定 確定 69,980 円 パソコンハードウェア 発売中

アイラオンライン　ビジュアライズノート VN637hGW-Aila TYPE-G PC その他 未定 確定 99,980 円 パソコンハードウェア 発売中

タワーオブアイオン　ビジュアライズノート VN648GW-TOA TYPE-G PC その他 未定 確定 139,980 円 パソコンハードウェア 発売中

INSPIRE Ex 3D VISION Surround INSPIRE Ex 3D VISION Surround PC その他 未定 確定 489,800 円 パソコンハードウェア 発売中

INSPIRE Ex Multi VISION INSPIRE Ex Multi VISION PC その他 未定 未定 円 パソコンハードウェア 発売中

CyAC Quake Live Quake Live PC シューティング 対応 未定 その他

Call of Duty: Modern Warfare 2 Call of Duty: Modern Warfare 2 PC シューティング 対応 未定 確定 2009年 12月 23日

Blur Blur PC レーシング 対応 未定

　

ゲームスクールコーナー

日本語（全角50文字以内） 英語名/ローマ字表記（半角100文字以内） 選択 その他用記入欄 選択 その他用記入欄 選択 （価格／税込・point） 単位 その他用記入欄 選択 年 月 日

麻生情報ビジネス専門学校 PILLOW FIGHTER なし PC アクション 　

パワードスーツ＠紳士 なし PC アクション 　

カバＤ なし PC アクション 　

穴吹学園 穴吹カレッジグループ LEGEND of EMUEI REGEND of EMUEI その他 DVD その他 ムービー 未定 未定

Mr.伝説 Mr.LEGEND その他 DVD その他 ムービー 未定 未定

忘れ雪 leave snow その他 その他 ポスター類 未定 未定

Link Link その他 その他 ポスター類 未定 未定

Comic Comic その他 その他 ポスター類 未定 未定

summer tale summer tale その他 その他 ポスター類 未定 未定

御庭番 ONIWABAN PC アクション ゲーム 非対応 未定

永遠の響鐘 Eternal Bell その他 その他 ポスター類 未定 未定

小鳥遊キノコ宅配便 Takanashi mushroom home delivery その他 その他 ポスター類 未定 未定

休憩 kyukei その他 その他 ポスター類 未定 未定

電脳少女 ELECTRIC BRAIN GIRL その他 その他 ポスター類 未定 未定

ノボルくんガンバッテ！！ Noborukun ganbatte!! PC パズル ゲーム 非対応 未定

終月の想夜歌 TUIGETU NO SOYOKA その他 DVD その他 ムービー 未定 未定

ｃｒｏｓｓ　rｏａｄ cross　road その他 その他 ポスター類 未定 未定

学園もの！ GAKUENMONO PC アドベンチャー ゲーム 非対応 未定

GEAR STORY GEAR　STORY PC ロールプレイング ゲーム 非対応 未定

山口学園 ＥＣＣコンピュータ専門学校 学生作品（小坂井・山田） BUCCANEER PC アクション 非対応

学生作品（小坂井・山田） ＜ＮＯ　ＴＩＴＬＥ＞ PC アクション 非対応

学生作品 Guardian PC アクション 非対応

学生作品（清水） ＜ＮＯ　ＴＩＴＬＥ＞ PC アクション 非対応

学生作品（清水） ＜ＮＯ　ＴＩＴＬＥ＞ PC その他 タイピング 非対応

学生作品（太田） ＜ＮＯ　ＴＩＴＬＥ＞ PC その他 タイピング 非対応

学生作品（稲山） ＜ＮＯ　ＴＩＴＬＥ＞ PC アクション 非対応

大阪電気通信大学　デジタルゲーム学科 Ro!! Ro!! PC その他 アクションパズル 未定 　 

Culpa Culpa PC その他 シューティングパズル 非対応 　

タイムロックシューターなのか Time Lock Shooter NANOKA その他 iPod touch シューティング 非対応

まわるおまわりさん Town Patrol iPad その他 アクションパズル 非対応

PURSUER PURSUER PC Flash10.1を支持する携帯 シューティング 非対応

栞と魔法と色なき世界 Colorless world and Shiori with Magical Book PC アクション 非対応

八弁蓮 Octpetalous Lotus PC ロールプレイング 非対応

Nitroid Nitroid PC その他 対戦アクションシューティング 非対応

タイトル名／展示物名

出展社名(Exhaibiter )
タイトル名／展示物名

プラットフォーム
出展社名(Exhaibiter )

オンライン対応
プラットフォーム ジャンル 価格

価格 発売日ジャンル
オンライン対応

発売日

※出展コーナーごとに順不同/株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 3/10
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大阪電気通信大学　デジタルゲーム学科 守り抜け！植物たち Save the Plant Planet iPad その他 シミュレーションRPG 非対応

Crest of Strikers Crest of Strikers iPhone アクション 非対応

シエルとイルのLittle Sky Wars Little Sky Wars iPad シミュレーション 非対応

Bang!Bang!Bank! Bang!Bang!Bank! iPad その他 ボードゲーム 非対応

Fruits Drops Fruits Drops iPhone パズル 非対応

Final Option Final Option PC アクション 非対応 　 　

Guardian of Stream Guardian of Stream PC シューティング 非対応 　

Snow Princess Snow Princess PC アクション 非対応 　

あにばと！ Animal Battle PC アクション 非対応 　

学生作品（パネル数点） Portfolio(Panels) その他 その他 非対応

学生作品(フィギュア数点） Portfolio(Figures) その他 その他 非対応

学校法人コンピュータ総合学園　神戸電子専門学校 学生作品 Students works PC その他

国際アート＆デザイン専門学校 ドライアングリフ なし PC その他 非対応 その他

PhantomCrisis なし PC その他 非対応 その他

Rock on なし PC その他 非対応 その他

DragonBuster なし PC その他 非対応 その他

Empty Fight なし PC その他 非対応 その他

FantasyBreakThrough なし PC その他 非対応 その他

なかよし なし PC その他 非対応 その他

そらねこ なし PC その他 非対応 その他

今日と明日の境 なし PC その他 非対応 その他

侵入者 なし PC その他 非対応 その他

シャルロット Charlotte PC アクション 非対応 発売予定なし

カウズ Cows PC アクション 非対応 発売予定なし

マナビヤ manabiya PC ロールプレイング 非対応 発売予定なし

サンドクラッシュ SAND CRUSH PC アクション 非対応 　 

ブロッくる Blockle PC パズル 非対応 　

BAMBOONO BAMBOONO PC アクション 非対応

ディスクショット DiskShot PC アクション 非対応

立体３Dゲーム The Stereo-3D Game PC アクション 非対応

東京テクノロジーコミュニケーション専門学校 電光石火”KAMIKAZE” ”KAMIKAZE” PC シューティング 非対応

VERTICAL　LINE VERTICAL　LINE PC アクション 非対応

ロスト・テスタメント Lost Testament PSP PCでも展示 アクション 非対応

出展物名未定 PC アクション 非対応

ゲームキャラクター３D立体映像 3D Game character PC 3D立体視 その他 非対応

FeliCa神経衰弱 IC Card Game その他 FeliCa パズル 非対応

学生作品1 その他 その他

学生作品2 その他 その他

学生作品3 その他 その他

学生作品4 その他 その他

学生作品5 その他 その他

学生作品6 その他 その他

学生作品7 その他 その他

学生作品8 その他 その他

学生作品9 その他 その他

学生作品10 その他 その他

ＩＸＡＳ（イクサス） ikusasu PC パズル 対戦型パズルゲーム

天罰 tenbatu PC アクション

メロディドロップス　～ロアの音風～ melody　drops PC アクション

ＤＥＮＳＨＡが轟！！ Densha　ga　Go!! PC アクション

ラボくる RaboKuru PC パズル

お化け屋敷 obakeyashiki PC シミュレーション

Castle of Break ～お姫様の家出劇～ Castle of Break PC アクション 非対応

BRAVE BROW BRAVE  BROW PC アクション 非対応

シャドウ Shadow PC アクション 非対応

新潟高度情報専門学校 マートンは悪いやつ Merton is a bad fellow. PC シミュレーション アクション 非対応 未定 学生作品 その他

シューティングクエスト Shooting Quest PC シューティング ロールプレイング 非対応 未定 学生作品 その他

Antique Kitten And Carpet Of Bullet　～古風な子猫と弾絨毯～ Antique Kitten And Carpet Of Bullet PC シューティング 非対応 未定 学生作品 その他

かくれ　ぼ Hie and seek PC アドベンチャー 非対応 未定 学生作品 その他

Crab's Territory Crab's Territory PC アクション シューティング 非対応 未定 学生作品 その他

Excluder Excluder PC シューティング 非対応 未定 学生作品 その他

COLONY COLONY PC アクション 非対応 未定 学生作品 その他

新潟コンピュータ専門学校 くるっとろっと なし PC アクション 非対応

Grimo World なし PC アクション 非対応

魂魄 なし PC アクション 非対応

LolitaPANIK なし PC アクション 非対応

Over Gemini なし PC アクション 非対応

Scramble Shooter なし PC シューティング 非対応

エビタイ！！ なし PC アクション 非対応

TreisPyles なし PC アクション 非対応

神様てれび なし PC アクション 非対応

大空に夢見て なし PC アクション 非対応

ICECLINE なし ニンテンドーDS アクション 非対応

にじとほしのものがたり なし ニンテンドーDS アクション 非対応

BlockMaze なし iPad パズル 非対応

HoshiKiti なし iPad アクション 非対応

日本電子専門学校 AIM RACING3 AIM RACING3 PC レーシング 未定

専門学校　東京デザイナー学院

専門学校　東京ネットウエイブ

東北電子専門学校

尚美学園大学

専門学校　九州デザイナー学院

東京工芸大学芸術学部ゲーム学科

※出展コーナーごとに順不同/株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 4/10
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出展社名(Exhaibiter ) オンライン対応

日本電子専門学校 投げら～ Throwers PC アクション 非対応

もぐもぐダイエット@Re MogumoguDaietto@ri PC アクション 非対応

キャット・ザ・トレジャー Cat The Tresure PC アクション 非対応

キャッスルハンド Castle Hand PC アクション 非対応

テクノダンス Techno Dance iPad アクション 非対応

L.escape L.escape PC アクション 非対応

新体操 Sintaisou PC アクション 非対応

FINGER BATTLEFIELD FINGER BATTLEFIELD PC アクション 非対応

トイメイドの花ちゃん Toy Made Hana PC アクション 非対応

ダンスダンス Dance Dance PC アクション 非対応

あざらしーにょ azarashi-nyo PC アクション 非対応

スーパーヒーロー Super HERO PC アクション 非対応

ビジネスソリューションコーナー

日本語（全角50文字以内） 英語名/ローマ字表記（半角100文字以内） 選択 その他用記入欄 選択 その他用記入欄 選択 （価格／税込・point） 単位 その他用記入欄 選択 年 月 日

アジェンダ 麻雀３ＤＧ Mahjong 3DG iPhone iPod touch その他 確定 230 円/1ダウンロード 発売中 2009年 11月 6日

英国大使館 Joe Danger Joe Danger PS3 アドベンチャー 対応 未定 未定

エフイズム・ドット・ネット f-ism.net その他 web その他 ゲームマーケティングサービス 確定 472,500 円/月 月額・5ID サービス中

ノンパッケージサービス download game data その他 web その他 ゲームマーケティングサービス 確定 262,500 円/月 f-ism契約者を対象のみ サービス中

エフイズム・ピッコロ f-ism Piccolo その他 エクセル その他 ゲームマーケティングサービス 確定 30,000 円/月 サービス中

エフイズム アクセスリサーチ f-ism Access Research その他 エクセル その他 ゲームマーケティングサービス 確定 420,000 円/月 サービス中

認知度調査 Acknowledgment level investigation of new game その他 web その他 ゲームマーケティングサービス 確定 210,000 円/月 サービス中

ファミ通ゲーム白書 Famitsu Game Year Book その他 書籍 その他 白書 確定 31,500 円 2010年度版 発売中

エフイズムレポート f-ism report その他 PDFデータ その他 レポート 各種レポートによる 発売中

トップ グローバル マーケッツ レポート Top Global Markets Report その他 エクセル その他 ゲームマーケティングサービス 要見積もり サービス中

ファミ通マーケティングデータサービス Famitsu Marketing Data Service その他 エクセル その他 ゲームマーケティングサービス（海外向け） 年間1万ドル サービス中

総合コンサルティングサービス Game Consultancy その他 複数（コンサルティング） その他 ゲームコンサルティングサービス 要見積もり サービス中

f-ism クラウドゲート f-ism Cloud Gate その他 複数（コンサルティング） その他 ゲームコンサルティングサービス 要見積もり サービス中

オージス総研 OSS自動検出ツール「Palamida」 Palamida PC その他 対応 確定 ブースにて問合せ下さい 円 発売中 2007年 秋 　

ゲームドゥ ハインズ・スピード Hine's SPEED iPhone その他 カード 非対応 確定 115 円/1ダウンロード 発売中 2009年 9月 9日

ＣＲＩ・ミドルウェア CRI ADX2 CRI ADX2 Wii 開発ツール オール･イン・ワン型オーディオソリューション 未定 発売中

CRI ADX2 CRI ADX2 Xbox360 開発ツール オール･イン・ワン型オーディオソリューション 未定 発売中

CRI ADX2 CRI ADX2 ニンテンドーDS 開発ツール オール･イン・ワン型オーディオソリューション 未定 発売中

CRI ADX2 CRI ADX2 PSP 開発ツール オール･イン・ワン型オーディオソリューション 未定 発売中

CRI ADX2 CRI ADX2 iPad 開発ツール オール･イン・ワン型オーディオソリューション 未定 予定

CRI ADX2 CRI ADX2 iPhone 開発ツール オール･イン・ワン型オーディオソリューション 未定 予定

CRI ADX2 CRI ADX2 その他 ニンテンドー3DS 開発ツール オール･イン・ワン型オーディオソリューション 未定 予定

CRI ADX2 CRI ADX2 その他 組込み機器 開発ツール オール･イン・ワン型オーディオソリューション 未定 予定

CRI Sofdec CRI Sofdec PS3 開発ツール 高画質ムービー再生 未定 発売中

CRI Sofdec CRI Sofdec Wii 開発ツール 高画質ムービー再生 未定 発売中

CRI Sofdec CRI Sofdec Xbox360 開発ツール 高画質ムービー再生 未定 発売中

CRI Sofdec CRI Sofdec ニンテンドーDS 開発ツール 高画質ムービー再生 未定 発売中

CRI Sofdec CRI Sofdec PSP 開発ツール 高画質ムービー再生 未定 発売中

CRI Sofdec CRI Sofdec iPad 開発ツール 高画質ムービー再生 未定 発売中

CRI Sofdec CRI Sofdec iPhone 開発ツール 高画質ムービー再生 未定 発売中

ファイルマジックPRO FileMajik PRO PS3 開発ツール ファ イ ル圧縮＆パッキングシステム 未定 発売中

ファイルマジックPRO FileMajik PRO Wii 開発ツール ファ イ ル圧縮＆パッキングシステム 未定 発売中

ファイルマジックPRO FileMajik PRO Xbox360 開発ツール ファ イ ル圧縮＆パッキングシステム 未定 発売中

ファイルマジックPRO FileMajik PRO ニンテンドーDS 開発ツール ファ イ ル圧縮＆パッキングシステム 未定 発売中

ファイルマジックPRO FileMajik PRO PSP 開発ツール ファ イ ル圧縮＆パッキングシステム 未定 発売中

C-TST（CRI Time Stretch Technology） 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 未定 発売中

C-TST（CRI Time Stretch Technology） C-TST（CRI Time Stretch Technology） iPhone 開発ツール 可変速音声再生 未定 発売中

CLOUDIA（クラウディア） CLOUDIA iPad 開発ツール クラウド対応 インアプリ告知型PRソリューション 未定 発売中

CLOUDIA（クラウディア） CLOUDIA iPhone 開発ツール クラウド対応 インアプリ告知型PRソリューション 未定 発売中

iCON4U iCON4U iPad 開発ツール アプリアイコン制作サービス 未定 発売中

iCON4U iCON4U iPhone 開発ツール アプリアイコン制作サービス 未定 発売中

ジースタイル 瞬間ツブツブ潰し Syunkan Tubutubu Tubushi ニンテンドーDS アクション 非対応 確定 200 ポイント 確定 2010年 3月 3日

瞬間ジャンプ検定 Syunkan Jyanpu Kentei ニンテンドーDS アクション 非対応 確定 200 ポイント 確定 2010年 7月 14日

PICTSAVON PICTSAVON ドコモ スマートフォン その他 癒しアプリ 非対応 確定 315 円 現在期間限定で無料配信中 確定 2010年 8月 18日

システム・ケイ Layar Layar iPhone 各種ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ 開発ツール 対応 確定 0 円 サービス中 2009年 夏

徳川システム 写コメント sha-comment PC その他 未定 サービス中 2010年 6月 30日

ハートビット きせかえツール/ケータイアレンジ Kisekae tool docomo au その他 きせかえツール 非対応 未定 予定 2010年 冬 中旬

きせかえツール/ケータイアレンジ Kisekae tool docomo au その他 きせかえツール 非対応 未定 予定 2010年 冬 中旬

きせかえツール/ケータイアレンジ Kisekae tool docomo au その他 きせかえツール 非対応 未定 予定 2010年 冬 中旬

バカとテストと召喚獣 英語編 Baka to Test to Shōkanjū eigoban iPhone アクション 非対応 350 円 確定 2010年 5月 21日

ナンプレブック for iPad Sudoku Book for iPad iPad パズル 対応 無料 予定 2010年 秋 下旬

アニキャラ☆モバイル Anichara mobile docomo au その他 携帯サイト 対応 未定 予定 2010年 冬 下旬

ハ・ン・ド チョコボとクリスタルの塔 なし その他 GREE その他 育成 対応 確定 基本無料 円（アイテム課金) アイテム課金 配信中 2010年 6月 29日

ビーイング BeingManagement 2 BeingManagement 2 PC Windows その他 プロジェ クトマネジメントソフトウェ ア 非対応 確定 189,000 円 発売中 2009年 秋 上旬

フォントワークス フォントソリューション「LETS」 なし その他 Windows,Mac 開発ツール ゲーム開発用フォント 非対応 未定 未定

ヘキサエンジン HEXAENGINE PS3 開発ツール ゲームエンジン 未定 未定

ヘキサエンジン HEXAENGINE Xbox360 開発ツール ゲームエンジン 未定 未定

ヘキサエンジン HEXAENGINE PC 開発ツール ゲームエンジン 未定 未定

メディア・マジック ケータイスタジオ２ KEITAI Studio 2 PC 開発ツール 対応 未定 その他 要相談 予定 2010年 冬

出展社名(Exhaibiter )
タイトル名／展示物名 ジャンル

オンライン対応
プラットフォーム 発売日価格

ヘキサドライブ

エンターブレイン

※出展コーナーごとに順不同/株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 5/10



東京ゲームショウ2010 出展タイトル  2010/9/16

日本語（全角50文字以内） 英語名/ローマ字表記（半角100文字以内） 選択 その他用記入欄 選択 その他用記入欄 選択 （価格／税込・point） 単位 その他用記入欄 選択 年 月 日

タイトル名／展示物名 プラットフォーム ジャンル 価格 発売日
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メディア・マジック コミュニティーキーパー Community Keeper PC その他 対応 未定 その他 要相談 サービス中

iヨーコ iYoko iPhone その他 非対応 確定 600 円/1ダウンロード 配信中 2010年 4月 20日

フォアキャスト　ウィズ　レイ Forecast with Rei iPhone その他 対応 確定 350 円/月 配信中 2010年 6月 10日

おばけのマールとまるやまどうぶつえん MAーRU the Ghost Goes to Maruyama Zoo iPad その他 非対応 予定 800 円/1ダウンロード 予定 2010年 8月 30日

アドレスグループスタジオ Address Grouo Studio iPhone その他 非対応 確定 115 円/1ダウンロード 配信中 2010年 5月 28日

雀龍神 Jyanryushin docomo モバゲータウン シミュレーション テーブルゲーム 対応 確定 無料 　 配信中 2009年 12月 下旬

雀龍神 Jyanryushin au モバゲータウン シミュレーション テーブルゲーム 対応 確定 無料 　 配信中 2010年 5月 下旬

雀龍神 Jyanryushin Softbank モバゲータウン シミュレーション テーブルゲーム 対応 確定 無料 配信中 2009年 3月 上旬

究極麻雀 KyukyokuMahjong docomo シミュレーション テーブルゲーム 対応 確定 105 円/月 発売中 2007年 3月 下旬

究極麻雀 KyukyokuMahjong au シミュレーション テーブルゲーム 対応 確定 315 円/1ダウンロード 発売中 2007年 6月 上旬

究極麻雀 KyukyokuMahjong Softbank シミュレーション テーブルゲーム 対応 確定 315 円（従量課金) 発売中 2007年 1月 中旬

カーンウォーズ Khan Wars Others Browser Based game Others Strategy 対応 確定 free to play Available Online 2009 Summer Mid

ストリートクライム Street Crime Others Browser Based game Others Tycoon 対応 確定 free to play In-Service 2010 Summer Early

Nemexia Nemexia Others Browser Based game Others Strategy 対応 確定 free to play Scheduled 2011 Jan Mid

ペンギンファーマー Penguin Farmer Others Browser Based game Simulation 対応 確定 free to play In-Service 2009 Winter Late

Lady Popular Lady Popular Others Browser Based game Others fashion 対応 確定 free to play Scheduled 2011 Jan Mid

モバイルコーナー

日本語（全角50文字以内） 英語名/ローマ字表記（半角100文字以内） 選択 その他用記入欄 選択 その他用記入欄 選択 （価格／税込・point） 単位 その他用記入欄 選択 年 月 日

ルナ･ストーリー Luna Story iPhone Softbank, au ロールプレイング RPG(サービス中) 非対応 確定 USD2.99 予定

果樹園タイクン Fruit Farm Tycoon iPhone シミュレーション シミュレーション(サービス中) 非対応 確定 USD2.99 予定

ドラゴン　ハエ Dragon Fly iPhone その他 アーキード(サービス中) 非対応 確定 USD0.99 予定

Bbosha Bbosha Bbosha Bbosha iPhone パズル パズル(サービス中) 非対応 確定 USD0.99 予定

暗い騎士 Dark Knight iPhone ロールプレイング RPG 非対応 確定 USD2.99 予定

ファイナル　エンブレム Final Emblem iPhone ロールプレイング RPG(発売開始予定) 未定 確定 USD2.99 予定

夜セーバーが戻るぞ Night Saver Returns iPhone ロールプレイング RPG(発売開始予定) 非対応 確定 USD2.99 予定

大物　 Big Fish iPhone スポーツ スポーツ(発売開始予定) 非対応 確定 USD2.99 予定

QuerySeeker.com QuerySeeker.com PC その他 Web情報サイト 対応 確定 無料 その他 配信中 2010年 6月 中旬

QuerySeeker.com QuerySeeker.com iPad その他 Web情報サイト 対応 確定 無料 その他 配信中 2010年 6月 中旬

QuerySeeker.com QuerySeeker.com iPhone その他 Web情報サイト 対応 確定 無料 その他 配信中 2010年 6月 中旬

QuerySeeker QuerySeeker PC その他 マーケティングツール 対応 未定 未定 円/月 予定 2010年 秋 中旬

駐車バトル parking war ドコモ スマートフォン アンドロイド シミュレーション 未定 確定 500 円 確定 2010年 冬

三国英雄伝説 サンコクエイユウデンセツ ドコモ スマートフォン アンドロイド パズル 未定 確定 500 円 確定 2010年 冬

ティー・オン・サイト ソフトバンクC02LC SoftBankC02LC PC その他 モバイルインターネット 対応 確定 3,300～7,280 円/月 確定 2009年 12月 4日

ソフトバンクポケットワイファイC01HW SoftBankPocketWi-FiC01HW PC その他 モバイルインターネット 対応 確定 3,300～7,280 円/月 確定 2010年 3月 26日

パロット Parrot AR.Drone Parrot AR.Drone iPhone その他 　 未定

Parrot AR.Drone Parrot AR.Drone iPad その他 未定

Parrot AR.Drone Parrot AR.Drone その他 iPod touch その他 未定

AR. Free Flight AR.FreeFlight iPhone その他 操縦アプリ 確定 無料 　

AR. Free Flight AR.FreeFlight iPad その他 操縦アプリ 確定 無料 　

AR. Free Flight AR.FreeFlight その他 iPod touch その他 操縦アプリ 確定 無料 　

AR.Flying Ace AR.FlyingAce iPhone シューティング 未定

AR.Flying Ace AR.FlyingAce iPad シューティング 未定

AR.Flying Ace AR.FlyingAce その他 iPod touch シューティング 未定

メディア・マジック ケータイスタジオ２ KEI-TAI Studio 2 PC 開発ツール 対応 未定 サービス中

コミュニティーキーパー Community Keeper PC その他 掲示板監視ツール 対応 未定 サービス中

エヴァ＆アニメ@GAINAX EVA＆Anime@GAINAX docomo その他 モバイルサイト 対応 確定 210～315 円/月 サービス中

エヴァ＆アニメ@GAINAX EVA＆Anime@GAINAX au その他 モバイルサイト 対応 確定 210～315 円/月 サービス中

エヴァ＆アニメ@GAINAX EVA＆Anime@GAINAX Softbank その他 モバイルサイト 対応 確定 210～315 円/月 サービス中

ヱヴァンゲリヲンGATE EVANGELION GATE docomo その他 モバイルサイト 対応 確定 210～315 円/月 サービス中

ヱヴァンゲリヲンGATE EVANGELION GATE au その他 モバイルサイト 対応 確定 210～315 円/月 サービス中

ヱヴァンゲリヲンGATE EVANGELION GATE Softbank その他 モバイルサイト 対応 確定 210～315 円/月 サービス中

ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破 ヒロインズパズル EVANGELION:2.0  heroine's puzzle docomo パズル 対応 確定 210～315 円/月 配信中

ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破 ヒロインズパズル EVANGELION:2.0  heroine's puzzle au パズル 対応 確定 210～315 円/月 配信中

ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破 ヒロインズパズル EVANGELION:2.0  heroine's puzzle Softbank パズル 対応 確定 210～315 円/月 配信中

ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序 ブロック崩し EVANGELION:1.0 block destroying game docomo その他 ブロック崩し 対応 確定 210～315 円/月 配信中

ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序 ブロック崩し EVANGELION:1.0 block destroying game au その他 ブロック崩し 対応 確定 210～315 円/月 配信中

ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序 ブロック崩し EVANGELION:1.0 block destroying game Softbank その他 ブロック崩し 対応 確定 210～315 円/月 配信中

iヨーコ iYoko iPhone その他 非対応 確定 600 円/1ダウンロード 配信中 2010年 4月 20日

フォアキャスト　ウィズ　レイ Forecast with Rei iPhone その他 対応 確定 350 円/月 配信中 2010年 6月 10日

ワンナップゲームズ ぶらり・世界ウンテイ BURARI･SEKAI-UNTEI docomo アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2008年 12月

ぶらり・世界ウンテイ BURARI･SEKAI-UNTEI au アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2008年 12月

ぶらり・世界ウンテイ BURARI･SEKAI-UNTEI Softbank アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 予定 2010年 9月

ウンテイ2万マイル UNTEI 20000mile その他 mixiアプリ アクション 非対応 確定 0 円 無料ゲーム サービス中 2010年 6月

 ﾌﾞﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ2010　地球まるごとｳﾝﾃｲﾊﾞﾄﾙ BURARINPIC2010 docomo アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2010年 2月

 ﾌﾞﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ2010　地球まるごとｳﾝﾃｲﾊﾞﾄﾙ BURARINPIC2010 Softbank アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2010年 2月

飛び出す！ウンテイ３-D Tobidasu!UNTEI 3-D docomo アクション 3-Dメガネ対応 非対応 確定 315 円/月 配信中 2010年 2月

飛び出す！ウンテイ３-D Tobidasu!UNTEI 3-D Softbank アクション 3-Dメガネ対応 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2010年 4月

飛び出す！タワーブロックス6-D Tobidasu!TOWERBLOXXUNTEI 6-D docomo アクション 3-Dメガネ対応 非対応 確定 315 円/月 配信中 2010年 4月

ヤ！星人(ほしんちゅ)ギンガ系トラベラー YA! HOSHINCHU docomo アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2009年 12月

ヤ！星人(ほしんちゅ)ギンガ系トラベラー YA! HOSHINCHU Softbank アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2009年 12月

オラッ！堀人（ほりんちゅ）ホレゆけ！ブラジル ORA!HORINCHU HOREYUKEBRAZIL docomo アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2009年 6月

オラッ！堀人（ほりんちゅ）ホレゆけ！ブラジル ORA!HORINCHU HOREYUKEBRAZIL Softbank アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2009年 6月

掘人2　ホレゆけ！日本の祭り HORINCHU2 HOREYUKENIPPONNOMATURI docomo アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2010年 6月

掘人2　ホレゆけ！日本の祭り HORINCHU2 HOREYUKENIPPONNOMATURI Softbank アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2010年 6月

価格
出展社名(Exhaibiter )

タイトル名／展示物名 プラットフォーム 発売日
オンライン対応

ジャンル

ゴオールミジャパン

クエリーアイ

インターセーブ

XS SOFTWARE

メディアリュウム

※出展コーナーごとに順不同/株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 6/10
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日本語（全角50文字以内） 英語名/ローマ字表記（半角100文字以内） 選択 その他用記入欄 選択 その他用記入欄 選択 （価格／税込・point） 単位 その他用記入欄 選択 年 月 日

タイトル名／展示物名 プラットフォーム ジャンル 価格 発売日
出展社名(Exhaibiter ) オンライン対応

ワンナップゲームズ 潜りすぎる海女 MOGURISUGIRU AMA docomo アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 予定 2010年 9月

潜りすぎる海女 MOGURISUGIRU AMA Softbank アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 予定 2010年 9月

バニラのはっぴいバスケット HAPPY BASKET docomo パズル 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2010年 4月

バニラのはっぴいバスケット HAPPY BASKET Softbank パズル デジタル絵本付パズル 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2010年 4月

ハートフレーバー　ハーベスト HEART FLAVOR HARVEST docomo パズル デジタル絵本付パズル 非対応 確定 315 円（従量課金) 予定 2010年 9月

ハートフレーバー　ハーベスト HEART FLAVOR HARVEST au パズル 非対応 確定 315 円（従量課金) 予定 2010年 9月

ハートフレーバー　ハーベスト HEART FLAVOR HARVEST Softbank パズル 非対応 確定 315 円（従量課金) 予定 2010年 9月

デジタル絵本　ハートフレーバー ART BOOK　HEART FLAVOR iPhone その他 デジタル絵本 非対応 未定 予定 2010年 秋

ベスト・オブ・リバーシ BEST　OF　REVERSI docomo その他 チョイコンシリーズ 非対応 確定 210 円（従量課金) 配信中 2007年

ベスト・オブ・リバーシ BEST　OF　REVERSI Softbank その他 チョイコンシリーズ 非対応 確定 210 円（従量課金) 配信中 2007年

忍者カイ SHELL NINJA KAI docomo アクション チョイコンシリーズ 非対応 確定 210 円（従量課金) 配信中 2007年

忍者カイ SHELL NINJA KAI Softbank アクション チョイコンシリーズ 非対応 確定 210 円（従量課金) 配信中 2007年

Pretty Babes ﾄﾞｷﾄﾞｷ大リーガー!! Pretty Babes DOKIDOKI DAI　LEAGUER!! docomo スポーツ チョイコンシリーズ 非対応 確定 210 円（従量課金) 配信中 2008年

Pretty Babes ﾄﾞｷﾄﾞｷ大リーガー!! Pretty Babes DOKIDOKI DAI　LEAGUER!! Softbank スポーツ チョイコンシリーズ 非対応 確定 210 円（従量課金) 配信中 2008年

オルフェリア戦記Ⅱ RECORD OF　ORFERIA WAR　Ⅱ docomo アクション チョイコンシリーズ 非対応 確定 210 円（従量課金) 配信中 2007年

オルフェリア戦記Ⅱ RECORD OF　ORFERIA WAR　Ⅱ Softbank アクション チョイコンシリーズ 非対応 確定 210 円（従量課金) 配信中 2007年

オルフェリア戦記Ⅴ RECORD OF　ORFERIA WAR　V docomo アクション チョイコンシリーズ 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2008年

オルフェリア戦記Ⅴ RECORD OF　ORFERIA WAR　V Softbank アクション チョイコンシリーズ 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2008年

電子艦隊ナック DENSIKANTAI NACK docomo シューティング チョイコンシリーズ 非対応 確定 210 円（従量課金) 配信中 2008年

電子艦隊ナック DENSIKANTAI NACK Softbank シューティング チョイコンシリーズ 非対応 確定 210 円（従量課金) 配信中 2008年

トンデモ西ブー記 TONDEMO SAIBU-KI docomo レーシング チョイコンシリーズ 非対応 確定 210 円（従量課金) 配信中 2008年

トンデモ西ブー記 TONDEMO SAIBU-KI Softbank レーシング チョイコンシリーズ 非対応 確定 210 円（従量課金) 配信中 2008年

ハートフレーバー　バニラのはっぴいバスケット HEART FLAVOR VANILLA'S　HAPPY　BASKET docomo パズル チョイコンシリーズ 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2009年

ハートフレーバー　バニラのはっぴいバスケット HEART FLAVOR VANILLA'S　HAPPY　BASKET Softbank パズル チョイコンシリーズ 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2009年

ロマネスコ ROMANESCO docomo ロールプレイング チョイコンシリーズ 非対応 確定 210 円（従量課金) 配信中 2008年

ロマネスコ ROMANESCO Softbank ロールプレイング チョイコンシリーズ 非対応 確定 210 円（従量課金) 配信中 2008年

杏野はるなのときめきﾌﾞﾗｯｸｼﾞｬｯｸ ANNOHARUNA　TOKIMEKI BLACK　JACK docomo その他 チョイコンシリーズ 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2010年 2月

杏野はるなのときめきﾌﾞﾗｯｸｼﾞｬｯｸ ANNOHARUNA　TOKIMEKI BLACK　JACK Softbank その他 チョイコンシリーズ 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2010年 2月

ﾉってけ!バス太郎 NOTTEKE！BUSTAROU docomo アクション チョイコンシリーズ 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2010年 12月

ﾉってけ!バス太郎 NOTTEKE！BUSTAROU Softbank アクション チョイコンシリーズ 非対応 確定 315 円（従量課金) 配信中 2010年 12月

トンデモ西ブー記 2 TONDEMO SAIBU-KI2 docomo レーシング チョ イ コンシリーズ　3-Dメガネ対応 非対応 確定 315 円（従量課金) 予定 2010年 9月

トンデモ西ブー記 2 TONDEMO SAIBU-KI2 Softbank レーシング チョ イ コンシリーズ　3-Dメガネ対応 非対応 確定 315 円（従量課金) 予定 2010年 9月

チョイスゴコンピュータ　タッチ CHOISUGOCOMPUTER　Touch iPhone その他 携帯型レトロゲーム 未定 未定 予定 2010年 秋

WinAnimate ショクキング　アバタ shocking avatar docomo その他 アバター作成 対応 未定 予定 2010年 9月 10日

ショクキング　アバタ shocking avatar au その他 アバター作成 対応 未定 予定 2010年 9月 10日

ショクキング　アバタ shocking avatar Softbank その他 アバター作成 対応 未定 予定 2010年 9月 10日

ショクキング　アバタ shocking avatar iPhone その他 アバター作成 対応 未定 予定 2010年 12月 1日

ビジネスミーティングコーナー

日本語（全角50文字以内） 英語名/ローマ字表記（半角100文字以内） 選択 その他用記入欄 選択 その他用記入欄 選択 （価格／税込・point） 単位 その他用記入欄 選択 年 月 日

Ellejou PC Adventure 対応 確定 発売中 2007 Aug

Patisserie Tycoon PC Simulation 対応 確定 発売中 2006 Apr

Boutique salon PC Simulation 対応 確定 発売中 2006 Apr

Star Project Online PC Simulation 対応 確定 発売中 2010 Aug

Bathhouse(Bathhouse Together) PC Others 対応 確定 発売中 2010 June

CL Gamez Tales of Wind PC RPG 未定 未定 未定 2011 Fall

D-Block Entertainment Inc. The Guardian; Armed & Dangerous PC RPG 対応 予定 Point/per month 予定 2011 Summer

Liveplex Co., Ltd Dragona Dragona PC RPG 対応 未定 未定

Piece Craft アスルス ASRUS Others Board Game Others Party game, Card game 非対応 確定 1,900 円 per copy 確定 2009 June 1

フィギュア・グランプリ Figure Grand Prix Others Board Game Sports Board game 非対応 確定 2,800 円 per copy 予定 2010 Sep 1

Zemi Interactive Inc. 4Story 4Story PC RPG 対応 確定 確定 2008 Fall Early

Erebus : Travia Reborn Erebus : Travia Reborn PC RPG 対応 確定 予定 2010 Fall Late

ファミリーコーナー

日本語（全角50文字以内） 英語名/ローマ字表記（半角100文字以内） 選択 その他用記入欄 選択 その他用記入欄 選択 （価格／税込・point） 単位 その他用記入欄 選択 年 月 日

アルケミスト nicola監修　モデル☆おしゃれオーディション なし ニンテンドーDS シミュレーション 非対応 確定 5,980 円 発売中 2010年 4月 1日

KONAMI とんがりボウシと魔法のお店 Tongari boushi to mahou no omise ニンテンドーDS その他 コミュニケーション 予定 4,980 円 予定 2010年 11月 11日

メタルファイトベイブレードポータブル　超絶転生！バルカンホルセウス　（タカラトミー） ＭＥＴＡＬ ＦＩＧＨＴ　ＢＥＹＢＬＡＤＥ ＣＨＯＵＺＥＴＳＵ ＴＥＮＳＥＩ ＶＵＬＫＡＮ ＨＯＲＵＳＥＵＳ PSP その他 ベイブレードアクション 予定 5,775 円 予定 2010年 10月 21日

パーティーゲームボックス１００　（ハドソン） Party Game Box 100 Wii その他 パーティーゲーム 非対応 予定 4,800 円 予定 2010年 11月 11日

メタルファイト ベイブレード　頂上決戦！ビッグバン・ブレーダーズ(ハドソン） BEYBLADE:Metal Fusion -Big Bang Bladers- ニンテンドーDS その他 ベイ格闘アクション 対応 予定 5,229 円 予定 2010年 12月 2日

セガ ソニック カラーズ なし ニンテンドーDS アクション 未定 確定 5,040 円 予定 2010年 11月 18日

ソニック カラーズ なし Wii アクション 未定 確定 6,090 円 予定 2010年 11月 18日

マイクロソフト 体で答える新しい脳トレ なし Xbox360 その他 体で答える脳トレ 非対応 確定 6,279 円 予定 2010年 11月 20日

レベルファイブ イナズマイレブン3  世界への挑戦！！ スパーク INAZUMA ELEVEN3 (Tentative title) ニンテンドーDS その他 収集・育成サッカーRPG 確定 4,980 円 確定 2010年 7月 1日

イナズマイレブン3  世界への挑戦！！ ボンバー INAZUMA ELEVEN3 (Tentative title) ニンテンドーDS その他 収集・育成サッカーRPG 確定 4,980 円 確定 2010年 7月 1日

物販コーナー

日本語（全角50文字以内） 英語名/ローマ字表記（半角100文字以内） 選択 その他用記入欄 選択 その他用記入欄 選択 （価格／税込・point） 単位 その他用記入欄 選択 年 月 日

アルヴィオン PS3「マリシアス」B2ポスター その他 その他 確定 500 円

PS3「マリシアス」クリアファイル その他 その他 確定 500 円

NDS「プーペガールDS2」B2ポスター その他 その他 確定 500 円

NDS「プーペガールDS2」クリアファイル その他 その他 確定 500 円

NDS「プーペガールDS」ソフト ニンテンドーDS その他 非対応 確定 5,600 円 発売中 　 　

価格

タイトル名／展示物名 プラットフォーム ジャンル

発売日

出展社名(Exhaibiter )

出展社名(Exhaibiter )

オンライン対応

オンライン対応

オンライン対応

出展社名(Exhaibiter )
ジャンル

価格 発売日ジャンル

価格 発売日

タイトル名／展示物名 プラットフォーム

タイトル名／展示物名 プラットフォーム

Atoonz, Inc.

※出展コーナーごとに順不同/株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 7/10
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日本語（全角50文字以内） 英語名/ローマ字表記（半角100文字以内） 選択 その他用記入欄 選択 その他用記入欄 選択 （価格／税込・point） 単位 その他用記入欄 選択 年 月 日

タイトル名／展示物名 プラットフォーム ジャンル 価格 発売日
出展社名(Exhaibiter ) オンライン対応

ゲームセンターCX クリアボトル その他 その他 確定 1,260 円 確定 2010年 9月 16日

A5レポートファイル その他 その他 確定 1,050 円 確定 2010年 9月 16日

アルミツイン名刺入れ その他 その他 確定 1,050 円 確定 2010年 9月 16日

王様携帯スタンド その他 その他 確定 1,575 円 確定 2010年 9月 16日

頭に巻くタオル その他 その他 確定 2,100 円 確定 2010年 9月 16日

メッセンジャーバッグ その他 その他 確定 4,830 円 確定 2010年 9月 16日

A4クリアファイル　第2弾 その他 その他 確定 840 円 確定 2010年 9月 16日

型抜きステッカー その他 その他 確定 210 円 確定 2010年 9月 16日

ゲーム型キーホルダー その他 その他 確定 1,260 円 確定 2010年 9月 16日

王様マウスパッド その他 その他 確定 945 円 発売中

レザーペンケース その他 その他 確定 1,050 円 発売中

3連チャームストラップ その他 その他 確定 1,050 円 発売中

ハンディファン その他 その他 確定 1,260 円 発売中

フラッシュピン その他 その他 確定 1,260 円 発売中

マルチソフトケース その他 その他 確定 1,050 円 発売中

ラーメンどんぶり＆れんげセット その他 その他 確定 2,520 円 発売中

イラストTシャツ その他 その他 確定 3,150 円 発売中

井上Tシャツ その他 その他 確定 3,150 円 発売中

高橋Tシャツ その他 その他 確定 3,150 円 発売中

タニーTシャツ その他 その他 確定 2,100 円 発売中

ゲームテック 彩装飾シート Irodori Decoration Skin PS2 周辺機器 確定 2,100 円 発売中

彩装飾シート Irodori Decoration Skin PS3 周辺機器 確定 3,150 円 発売中

彩装飾シート Irodori Decoration Skin Wii 周辺機器 確定 2,520 円 発売中

彩装飾シート Irodori Decoration Skin Xbox360 周辺機器 確定 3,570 円 発売中

彩装飾シート Irodori Decoration Skin ニンテンドーDS DSLite 周辺機器 確定 1,260 円 発売中

彩装飾シート Irodori Decoration Skin ニンテンドーDS DSｉ 周辺機器 確定 1,260 円 発売中

彩装飾シート Irodori Decoration Skin PSP 2000 周辺機器 確定 1,260 円 発売中

彩装飾シート Irodori Decoration Skin PSP 3000 周辺機器 確定 1,260 円 発売中

彩装飾シート Irodori Decoration Skin iPhone 3G/3GS 周辺機器 確定 1,260 円 発売中

煌装飾シート Kirameki Decoration Skin ニンテンドーDS DSLite 周辺機器 確定 1,890 円 発売中

煌装飾シート Kirameki Decoration Skin ニンテンドーDS DSｉ 周辺機器 確定 1,890 円 発売中

煌装飾シート Kirameki Decoration Skin PSP 2000/3000 周辺機器 確定 1,890 円 発売中

煌装飾シート Kirameki Decoration Skin iPhone 3G/3GS 周辺機器 確定 1,680 円 発売中

鋼装飾カバー Hagane Decoration Cover ニンテンドーDS DSｉ 周辺機器 確定 2,520 円 発売中

鋼装飾カバー Hagane Decoration Cover PSP 3000 周辺機器 確定 2,730 円 発売中

堅装飾カバー Kataki Decoration Cover ニンテンドーDS DSLite 周辺機器 確定 2,310 円 発売中

堅装飾カバー Kataki Decoration Cover ニンテンドーDS DSｉ 周辺機器 確定 2,310 円 発売中

堅装飾カバー Kataki Decoration Cover PSP 2000/3000 周辺機器 確定 2,310 円 発売中

堅装飾カバー Kataki Decoration Cover iPhone 3G/3GS 周辺機器 確定 1,890 円 発売中

柔装飾カバー Yawaraka Decoration Cover ニンテンドーDS DSLite 周辺機器 確定 2,100 円 発売中

柔装飾カバー Yawaraka Decoration Cover ニンテンドーDS DSｉ 周辺機器 確定 2,100 円 発売中

柔装飾カバー Yawaraka Decoration Cover PSP 2000/3000 周辺機器 確定 2,100 円 発売中

柔装飾カバー Yawaraka Decoration Cover iPhone 3G/3GS 周辺機器 確定 1,680 円 発売中

手提ポーチ雅 Hand Pouch Miyabi ニンテンドーDS DSLite/DSｉ 周辺機器 確定 2,940 円 発売中

手提ポーチ雅 Hand Pouch Miyabi PSP 1000/2000/3000 周辺機器 確定 2,940 円 発売中

手提ポーチ粋 Hand Pouch Ｉｋｉ ニンテンドーDS DSLite/DSｉ 周辺機器 確定 2,520 円 発売中

手提ポーチ粋 Hand Pouch Ｉｋｉ PSP 1000/2000/3000 周辺機器 確定 2,520 円 発売中

巾着ポーチ雅 Drawstring Pouch Miyabi ニンテンドーDS DSLite/DSｉ 周辺機器 確定 2,520 円 発売中

巾着ポーチ雅 Drawstring Pouch Miyabi PSP 1000/2000/3000 周辺機器 確定 2,520 円 発売中

巾着ポーチ粋 Drawstring Pouch Ｉｋｉ ニンテンドーDS DSLite/DSｉ 周辺機器 確定 2,100 円 発売中

巾着ポーチ粋 Drawstring Pouch Ｉｋｉ PSP 1000/2000/3000 周辺機器 確定 2,100 円 発売中

紗包ケース雅 Wrapping Case Miyabi ニンテンドーDS DSLite/DSｉ 周辺機器 確定 2,730 円 発売中

紗包ケース雅 Wrapping Case Miyabi PSP 2000/3000 周辺機器 確定 2,730 円 発売中

紗包ケース粋 Wrapping Case Iki ニンテンドーDS DSLite/DSｉ 周辺機器 確定 2,310 円 発売中

紗包ケース粋 Wrapping Case Iki PSP 2000/3000 周辺機器 確定 2,310 円 発売中

羽織カバー雅 Fabric Cover Miyabi ニンテンドーDS DSLite/DSｉ 周辺機器 確定 2,730 円 発売中

羽織カバー雅 Fabric Cover Miyabi PSP 2000/3000 周辺機器 確定 2,730 円 発売中

羽織カバー粋 Fabric Cover Iki ニンテンドーDS DSLite/DSｉ 周辺機器 確定 2,310 円 発売中

羽織カバー粋 Fabric Cover Iki PSP 2000/3000 周辺機器 確定 2,310 円 発売中

ソフト綴り雅 Soft Holder Miyabi ニンテンドーDS ゲームカード 周辺機器 確定 2,310 円 発売中

ソフト綴り雅 Soft Holder Miyabi PSP UMDカード 周辺機器 確定 2,310 円 発売中

ソフト綴り粋 Soft Holder Iki ニンテンドーDS ゲームカード 周辺機器 確定 1,890 円 発売中

ソフト綴り粋 Soft Holder Iki PSP UMDカード 周辺機器 確定 1,890 円 発売中

柔装飾カバー Yawaraka Decoration Cover ニンテンドーDS DSｉＬＬ 周辺機器 予定 2,520 円 予定 2010年 9月 16日

柔装飾カバー：新柄 Yawaraka Decoration Cover iPhone 3G/3GS 周辺機器 予定 2,100 円 予定 2010年 9月 16日

柔装飾カバー Yawaraka Decoration Cover iPhone 4 周辺機器 予定 2,400 円 予定 2010年 秋

柔装飾カバー：新柄 Yawaraka Decoration Cover ニンテンドーDS DSｉ 周辺機器 予定 2,100 円 予定 2010年 9月 16日

柔装飾カバー：新柄 Yawaraka Decoration Cover PSP 周辺機器 予定 2,100 円 予定 2010年 9月 16日

鋼装飾カバー Hagane Decoration Cover ニンテンドーDS DSｉＬＬ 周辺機器 予定 2,730 円 予定 2010年 9月 16日

鋼装飾カバー Hagane Decoration Cover iPhone 3G/3GS 周辺機器 予定 2,520 円 予定 2010年 9月 16日

鋼装飾カバー Hagane Decoration Cover iPhone 4 周辺機器 予定 2,520 円 予定 2010年 9月 16日

彩装飾シート：新柄 Irodori Decoration Skin PSP 周辺機器 確定 1,260 円 予定 2010年 9月 16日

※出展コーナーごとに順不同/株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 8/10
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ゲームテック 彩装飾シート：新柄 Irodori Decoration Skin ニンテンドーDS DSｉ 周辺機器 確定 1,260 円 予定 2010年 9月 16日

彩装飾シート Irodori Decoration Skin ニンテンドーDS DSｉＬＬ 周辺機器 確定 1,470 円 予定 2010年 9月 16日

彩装飾シート Irodori Decoration Skin iPhone 4 周辺機器 確定 1,260 円 予定 2010年 9月 16日

彩装飾シート Irodori Decoration Skin PS3 薄型 周辺機器 確定 3,150 円 予定 2010年 9月 16日

彩装飾シート Irodori Decoration Skin Xbox360 新型 周辺機器 確定 3,570 円 予定 2010年 9月 16日

彩装飾シート：新柄 Irodori Decoration Skin iPhone 3G/3GS 周辺機器 確定 1,260 円 予定 2010年 9月 16日

デコリンカバー decoling cover PSP 3000 周辺機器 確定 3,570 円 発売中

デコリンカバー decoling cover ニンテンドーDS DSi 周辺機器 確定 3,360 円 発売中

デコリンカバー decoling cover ニンテンドーDS DSLite 周辺機器 確定 3,360 円 発売中

デコリンカバー decoling cover iPhone 3G/3GS 周辺機器 確定 2,940 円 発売中

デコリンカバー decoling cover その他 iPod nano5G 周辺機器 確定 2,940 円 発売中

もくデジ Wood Cover for DSLite ニンテンドーDS DSLite 周辺機器 確定 15,000 円 発売中

もくデジ Wood Cover for DSｉ ニンテンドーDS DSi 周辺機器 確定 16,000 円 発売中

もくデジ Wood Cover for DSｉLL ニンテンドーDS DSiLL 周辺機器 確定 16,000 円 発売中

もくデジ Wood Cover for iPhone3G/3GS iPhone 3G/3GS 周辺機器 確定 9,600 円 発売中

もくデジ Wood Cover for iPhone4 iPhone 4 周辺機器 予定 9,600 円 予定 2010年 9月

もくデジ Wood Cover for iPodtouch その他 iPod touch 周辺機器 確定 9,600 円 発売中

もくデジ Wood Cover for iPodnano5G その他 iPod nano5G 周辺機器 確定 6,800 円 発売中

もくデジ Wood Stand for Wii Wii 周辺機器 確定 8,400 円 発売中

もくデジ Wood Stand for PS3 PS3 周辺機器 確定 3,980 円 発売中

もくデジ Wood Cover for iPad iPad 周辺機器 予定 12,800 円 予定 2010年 9月

コスパ NEOGEOTシャツ NEOGEO その他 その他 確定 3,045 円 全て 予定 2010年 10月 下旬

NEOGEOパーカー NEOGEO その他 その他 確定 6,090 円 TGS先行販売予定 予定 2010年 10月 下旬

NEOGEOタンブラー NEOGEO その他 その他 確定 2,100 円 TGSイベント時は 予定 2010年 11月 上旬

NEOGEOストラップ NEOGEO その他 その他 確定 840 円 イベント特別価格 予定 2010年 11月 上旬

NEOGEOカラビナケース NEOGEO その他 その他 確定 1,050 円 （税抜価格） 予定 2010年 11月 上旬

不知火舞Ｔシャツ THE KING OF FIGHTERS '95 その他 その他 確定 3,045 円 にて販売。 予定 2010年 9月 下旬

ナコルルＴシャツ SAMURAI SHODOWN 2 その他 その他 確定 3,045 円 予定 2010年 9月 下旬

チャムチャムＴシャツ SAMURAI SHODOWN 2 その他 その他 確定 3,045 円 予定 2010年 9月 下旬

アンデッドＴシャツ ITEMYA その他 その他 確定 3,045 円 予定 2010年 10月 中旬

チェインメイルTシャツ ITEMYA その他 その他 確定 3,045 円 予定 2010年 10月 中旬

アイテム袋 ITEMYA その他 その他 確定 2,100 円 予定 2010年 10月 中旬

テリーキャップ FATAL FURY 2 その他 その他 確定 3,360 円 予定 2010年 11月 上旬

ゼリーマンフルジップパーカー STEINS;GATE その他 その他 確定 7,350 円 予定 2010年 10月 中旬

蒐君カラビナケース TOKYO MONO HARA SHI その他 その他 確定 7,350 円 予定 2010年 10月 中旬

ファンタシースターＴシャツ PHANTASY STAR PORTABLE２　∞INFINITY その他 その他 確定 3,045 円 予定 2010年 10月 下旬

ミラージュブラストＴシャツ PHANTASY STAR PORTABLE２　∞INFINITY その他 その他 確定 3,045 円 予定 2010年 10月 下旬

リトルウィンドＴシャツ PHANTASY STAR PORTABLE２　∞INFINITY その他 その他 確定 3,045 円 予定 2010年 10月 下旬

クラッド６Ｔシャツ PHANTASY STAR PORTABLE２　∞INFINITY その他 その他 確定 3,045 円 予定 2010年 10月 下旬

キャスターＴシャツ Fate/EXTRA その他 その他 確定 3,045 円 予定 2010年 10月 中旬

凛Ｔシャツ Fate/EXTRA その他 その他 確定 3,045 円 予定 2010年 10月 中旬

セイバーTシャツ Fate/EXTRA その他 その他 確定 3,045 円 予定 2010年 10月 中旬

ゆりオールプリントＴシャツ Angel Beats! その他 その他 確定 3,045 円 予定 2010年 10月 上旬

かなでオールプリントＴシャツ Angel Beats! その他 その他 確定 3,045 円 予定 2010年 10月 上旬

ゆりショルダートート Angel Beats! その他 その他 確定 2,100 円 予定 2010年 10月 上旬

かなでショルダートート Angel Beats! その他 その他 確定 2,100 円 予定 2010年 10月 上旬

風紀委員（ジャッジメント）ショルダートート To Aru Kagaku no Railgun その他 その他 確定 2,100 円 予定 2010年 10月 下旬

警備員（アンチスキル）ショルダートート To Aru Kagaku no Railgun その他 その他 確定 2,100 円 予定 2010年 10月 下旬

三英貿易 スーパーマリオ　マリオ(Ｓ) Small Mario その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,200 円 発売中

スーパーマリオ　ルイージ(Ｓ) Small Luigi その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,200 円 発売中

スーパーマリオ　ヨッシー(Ｓ) Small Yoshi その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,200 円 発売中

スーパーマリオ　ファイアマリオ(Ｓ) Small Fire Mario その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,200 円 発売中

スーパーマリオ　キノピオ(Ｓ) Small Toad その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,200 円 発売中

スーパーマリオ　ピーチ(Ｓ) Small Peach その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,200 円 発売中

スーパーマリオ　クッパ(Ｓ) Small Bowser その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 2,300 円 発売中

スーパーマリオ　ドンキーコング(Ｓ) Small Donkey Kong その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,800 円 発売中

スーパーマリオ　ディディーコング(Ｓ) Small Didy Kong その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,600 円 発売中

スーパーマリオ　クッパ Jr.(Ｓ) Small Bowser Jr. その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,600 円 発売中

スーパーマリオ　ワリオ(Ｓ) Small Wario その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,600 円 発売中

スーパーマリオ　ワルイージ(Ｓ) Small Waluigi その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,600 円 発売中

スーパーマリオ　ノコノコ(Ｓ) Small Nokonoko その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 800 円 発売中

スーパーマリオ　クリボー(Ｓ) Small Kriboo その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 800 円 発売中

スーパーマリオ　テレサ(Ｓ) Small Teresa その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 800 円 発売中

スーパーマリオ　マリオ(Ｍ) Medium Mario その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 2,200 円 発売中

スーパーマリオ　ヨッシー(Ｍ) Medium Yoshi その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 2,200 円 発売中

リンクぬいぐるみ(Ｓ） Small Link その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,000 円 発売中

リンクぬいぐるみ(Ｍ） Medium Link その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 2,000 円 発売中

ヨッシー（SS)　Aセット（みどり・あお） Colorful Yoshi A set (Green and Red) その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,500 円 発売中

ヨッシー（SS)　Bセット（ピンク・しろ） Colorful Yoshi B set (Pink and Light blue) その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,500 円 発売中

星のカービィぬいぐるみ(S) 座り Kirby Small,sitting その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,200 円 発売中

星のカービィぬいぐるみ(M) 立ち Kirby Medium,standing その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 2,200 円 発売中

ソードカービィ(Ｓ)ぬいぐるみ Sword　Kirby　（S) その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,400 円 発売中

※出展コーナーごとに順不同/株式会社等の表記省略
※事前に届けられた情報のみを記載しています。記載のない出展社は、直接ブースにてご確認ください。 9/10
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三英貿易 ミラーカービィ(Ｓ)ぬいぐるみ Mirror　Kirby (S) その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,400 円 発売中

アニマルカービィ(Ｓ)ぬいぐるみ Animal Kirby (S) その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,400 円 発売中

パラソルカービィ(Ｓ)ぬいぐるみ Parasol Kirby (S) その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,400 円 発売中

星のカービィぬいぐるみ(L) 座り Kirby Large sitting その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 4,500 円 発売中

メタナイト(Ｓ)ぬいぐるみ Metanight（S) その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,400 円 発売中

デデデ大王 King Dedede その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 2,500 円 発売中

赤ピクミン　花 PIKMIN Red Flower その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,000 円 発売中

青ピクミン　つぼみ PIKMIN Blue Bud その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,000 円 発売中

黄ピクミン　葉 PIKMIN Yellow Leaf その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,000 円 発売中

紫ピクミン　つぼみ PIKMIN  Purple Bud その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,000 円 発売中

白ピクミン　花 PIKMIN  White Flower その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 800 円 発売中

レイトン教授(Ｍ) Lyton(M) その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 2,200 円 発売中

ルーク少年(Ｓ) Luak(S) その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,200 円 発売中

レイトン教授・ルーク少年マスコットセット　 Lyton and Luak Mascot Set その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,400 円 発売中

ソニック(Ｓ) Sonic（S) その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,000 円 発売中

テイルス(Ｓ) Tails(S) その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,000 円 発売中

ナックルズ(Ｓ) Knuckles（S) その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,000 円 発売中

ぷよぷよ７　マスコットセット PUYOPUYO7 Puyo Mascot 5set その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,700 円 発売中

ぷよぷよ７　カーバンクル PUYOPUYO7 Carbuncle その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,200 円 発売中

あかぷよ・あおぷよ２個セット PUYOPUYO7 Puyo 2set(Red and Blue) その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 1,500 円 発売中

みどりぷよ・きいろぷよ・むらさきぷよ３個セット PUYOPUYO7 Puyo 3set(Green and Yellow and Purple) その他 その他 ぬいぐるみ 非対応 予定 2,000 円 発売中

スクウェア・エニックス FINAL FANTASY Ⅶ アドベントチルドレン　アロマキャンドル～クラウド～ なし その他 その他 キャンドル 予定 2,200 円 予定 2010年 9月 中旬

FINAL FANTASY Ⅶ アドベントチルドレン 　アロマキャンドル～セフィロス～ なし その他 その他 キャンドル 予定 2,200 円 予定 2010年 9月 中旬

FINAL FANTASY Ⅶ アドベントチルドレン 　セフィロス　オードトワレ なし その他 その他 香水 予定 6,800 円 発売中

FINAL FANTASY Ⅶ ブラックシルバーペンダント ～セフィロス～ なし その他 その他 アクセサリー 予定 19,000 円 発売中

FINAL FANTASY Ⅷ ブラックシルバーペンダント なし その他 その他 アクセサリー 予定 18,000 円 発売中

FINAL FANTASY XIII　クリアーポスターミニvol.2 (1box 8本入り) なし その他 その他 アクセサリー 予定 4,800 円 発売中

FINAL FANTASY XIII　ライトニング オードトワレ なし その他 その他 香水 予定 6,800 円 発売中

FINAL FANTASY XIII　シルバーペンダント＜ライトニング＞ なし その他 その他 アクセサリー 予定 13,000 円 発売中

FINAL FANTASY XIII　エンゲージペンダント＜セラ＞ なし その他 その他 アクセサリー 予定 23,000 円 発売中

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep キーブレードキーホルダー＜レインフォール＞ なし その他 その他 アクセサリー 予定 1,900 円 発売中

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep キーブレードキーホルダー＜フレッシュブリーズ＞ なし その他 その他 アクセサリー 予定 1,900 円 発売中

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep キーブレードキーホルダー＜アースシェイカー＞ なし その他 その他 アクセサリー 予定 1,900 円 発売中

鋼の錬金術師　カードケース なし その他 その他 アクセサリー 予定 3,500 円 発売中

鋼の錬金術師　シルバーイヤリング なし その他 その他 アクセサリー 予定 6,000 円 発売中

鋼の錬金術師　シルバーネックレス～ウロボロス～ なし その他 その他 アクセサリー 予定 12,000 円 発売中

黒執事　ストラップキーホルダー　シエル・ファントムハイヴ なし その他 その他 アクセサリー 予定 1,900 円 発売中

黒執事　ストラップキーホルダー　セバスチャン・ミカエリス なし その他 その他 アクセサリー 予定 1,900 円 発売中

黒執事　オリジナルフォトフレーム なし その他 その他 アクセサリー 予定 5,500 円 発売中

日経ＢＰ社 日経エンタテインメント！ NIKKEI ENTERTAINMENT! その他 雑誌 その他 予定 530 円 確定 2010年 9月 4日

ゲームエンタ！ GAME ENTERTAINMENT! その他 雑誌 その他 確定 780 円 確定 2010年 7月 13日

大人のガンダム　ヒストリーBOOK OTONA-NO-GUNDAM History BOOK その他 ムック その他 確定 500 円 確定 2009年 6月 27日

大人のガンダム　キャラクターBOOK OTONA-NO-GUNDAM Character BOOK その他 ムック その他 確定 500 円 確定 2009年 6月 27日

大人のガンダム　メカニックBOOK OTONA-NO-GUNDAM Mechanic BOOK その他 ムック その他 確定 500 円 確定 2009年 6月 27日

大人のガンダム2010年版 OTONA-NO-GUNDAM 2010 EDITION その他 ムック その他 確定 1,260 円 確定 2010年 1月 30日

日経トレンディ NIKKEI TRENDY その他 ムック その他 予定 550 円 確定 2010年 9月 4日

K-POP★GIRLS K-POP★GIRLS その他 ムック その他 予定 980 円 確定 2010年 9月 16日

日経WinPC NIKKEI WIN PC その他 ムック その他 予定 980 円 確定 2010年 8月 28日

プラネックスコミュニケーションズ 11n/g/b対応　携帯ゲーム機向け Wi-Fi USBアダプタ『GW-USNano-G』 GW-USNano-G その他 周辺機器 対応 未定 発売中

LOST PLANET 2デザインモデル Bluetooth ミニヘッドセット『BT-06HS-TLP2』 BT-06HS-TLP2 その他 周辺機器 対応 未定 発売中

2ポートUSB充電器『PL-WUCHG01』 PL-WUCHG01 その他 周辺機器 非対応 未定 発売中

2ポートUSB充電器『PL-WUCHG01-B』 PL-WUCHG01-B その他 周辺機器 非対応 未定 発売中

巻取り式充電ケーブル＋4種変換アダプタ『BN-MUS4CW』 BN-MUS4CW その他 周辺機器 非対応 未定 発売中

巻取り式充電ケーブル＋4種変換アダプタ『BN-MUS4CB』 BN-MUS4CB その他 周辺機器 非対応 未定 発売中

Xbox360対応無線LANコンバータ MZK-MF150X360 その他 周辺機器 非対応 未定 発売中

≪ゲームリンクX≫振動機能付き12ボタンUSBゲームパッド『PL-USGP12』 PL-USGP12 その他 周辺機器 非対応 未定 発売中

≪ゲームリンクX≫ゲームパッドコンバータ1ポート『PSX-CV01』 PSX-CV01 その他 周辺機器 非対応 未定 発売中

≪ゲームリンクX≫ゲームパッドコンバータ2ポート『PSX-CV02』 PSX-CV02 その他 周辺機器 非対応 未定 発売中

Bluetooth ver2.1＋EDR対応 Microサイズ USBアダプタ『BT-MicroEDR1X』 BT-MicroEDR1X その他 周辺機器 非対応 未定 発売中

Bluetooth ver2.1＋EDR対応 Microサイズ USBアダプタ『BT-MicroEDR2X』 BT-MicroEDR2X その他 周辺機器 非対応 未定 発売中

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