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日本語 英語名または日本語タイトルのローマ字表記 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

BLAZBLUE　CONTINUUM SHIFT EXTEND
BLAZBLUE　CONTINUUM
SHIFT EXTEND

Play Station
Vita（新）

その他(ジャンル)
2Ｄ対戦格闘＋ヴィ
ジュアル
ノベル

対応 未定 予定 2011年 冬

BLAZBLUE　CONTINUUM SHIFT EXTEND
BLAZBLUE　CONTINUUM
SHIFT EXTEND

PS3 その他（グッズ）
2Ｄ対戦格闘＋ヴィ
ジュアル
ノベル

対応 未定 予定 2011年 冬

BLAZBLUE　CONTINUUM SHIFT EXTEND
BLAZBLUE　CONTINUUM
SHIFT EXTEND

Xbox 360 その他（グッズ）
2Ｄ対戦格闘＋ヴィ
ジュアル
ノベル

対応 未定 予定 2011年 冬

熱血硬派くにおくん(仮) Nekketsu Koha Kuniokun (kari)
ニンテンドー

3DS(新)
アクション 非対応 確定 4,410 円 予定 2011年 冬

ARC STYLE： さっかー！！３Ｄ ARC STYLE： Soccer！！３Ｄ
ニンテンドー

3DS(新)
ダウンロードソフト スポーツ 非対応 確定 500 円/1ダウンロード 配信中 2011年 6月 7日

オセロ3D Othello3Ｄ
ニンテンドー

3DS(新)
ダウンロードソフト その他(ジャンル) テーブルゲーム 非対応 確定 500 円/1ダウンロード 配信中 2011年 6月 7日

ARC STYLE： Jazzy BILLIARDS 3D
Professional

ARC STYLE： Jazzy BILLIARDS
3D Professional

ニンテンドー
3DS(新)

ダウンロードソフト シミュレーション 対応 予定 500 円/1ダウンロード 予定 2011年 8月 10日

VectorRacing VectorRacing
ニンテンドー

3DS(新)
ダウンロードソフト レーシング 対応 予定 500 円/1ダウンロード 予定 2011年 8月 10日

ARC STYLE： ソリティア ARC STYLE： Solitaire
ニンテンドー

3DS(新)
ダウンロードソフト その他(ジャンル) トランプゲーム 非対応 予定 300 円/1ダウンロード 予定 2011年 秋

おきらくテニス３Ｄ Okiraku Tennis ３Ｄ
ニンテンドー

3DS(新)
ダウンロードソフト スポーツ 非対応 予定 500 円/1ダウンロード 予定 2011年 秋

おきらくボウリング３Ｄ Okiraku Bowling ３Ｄ
ニンテンドー

3DS(新)
ダウンロードソフト スポーツ 非対応 予定 500 円/1ダウンロード 予定 2011年 秋

おてがるパズルシリーズ
アリスと魔法のトランプ

Otegaru Pazzule Series Alice to
Maho no Trump

ニンテンドー
3DS(新)

ダウンロードソフト パズル 非対応 予定 500 円/1ダウンロード 予定 2011年 秋

Black Hole Girl (仮) Black Hole Girl (kari)
スマートフォン

（Android）
シューティング 非対応 未定 未定

サバイバル　in ブラック企業 Survival in Black company
スマートフォン

（Android）
アクション 非対応 未定 未定

蟻と靴底 Ari to kutsuzoko
スマートフォン

（Android）
アクション 非対応 未定 未定

クラディエーターバーサス GLADIATOR VS PS3 アクション
マルチ対戦格闘
アクション

対応 予定 6,279 円 予定 2011年

剣と魔法と学園モノ。Final
～新入生はお姫様！～

 Class of Heroes Final: Her
Royal Highness, the Freshman

PSP ロールプレイング
本格３Ｄダンジョン
学園ＲＰＧ

対応 予定 5,040 円 予定 2011年 秋

Wizards of the Coast LLC
デュエルズ オブ ザ プレインズウォーカー
2012

DUELS OF THE
PLANESWALKERS 2012

PS3 その他(ジャンル)
デジタルカード
ゲーム

対応 確定 950 円 発売中 2011年 7月 16日

ソウルキャリバーⅤ SOULCALIBUR V PS3 その他(ジャンル) 武器対戦格闘 対応 未定 予定 2012年
ソウルキャリバーⅤ SOULCALIBUR V Xbox 360 その他(ジャンル) 武器対戦格闘 対応 未定 予定 2012年

計測技術サービス 雷鳴ψ RAI-MEI ψ ｐｓｙ その他
全自動判定機付
電脳具足

その他(ジャンル)
クロス：マーシャル
「交陣」

非対応 未定 未定

Icebreaker Hockey Icebreaker Hockey
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

スポーツ 非対応 未定 　 配信中 2011年 夏

出展物名未定 出展物名未定 その他 その他(ジャンル) 未定 未定 　 未定

Sports City その他
ソーシャルネット
ワーク

スポーツ 対応 未定 　 配信中 2010年 10月 6日

TV Studio Boss その他
ソーシャルネット
ワーク

その他(ジャンル) 経営シミュレーション 対応 未定 　 配信中 2011年 1月 20日

Fitness City その他
ソーシャルネット
ワーク

その他(ジャンル) 経営シミュレーション 対応 未定 　 予定 2011年 9月 上旬

Adventure Park その他
ソーシャルネット
ワーク

その他(ジャンル) 経営シミュレーション 対応 未定 　 未定

蒼の英雄 Birds Of Steel PS3 アクション
オンライン　エアコン
バット
シミュレーター

対応 未定 未定

蒼の英雄 Birds Of Steel Xbox 360 アクション
オンライン　エアコン
バット
シミュレーター

対応 未定 未定

MLB™ ボブルヘッド! PS3 スポーツ 野球 非対応 予定 3,980 円 予定 2011年 9月 29日
ワールドサッカー ウイニングイレブン 2012 PS3 スポーツ サッカー 対応 予定 7,980 円 予定 2011年 10月 6日
ワールドサッカー ウイニングイレブン 2012 PSP スポーツ サッカー 対応 予定 4,980 円 予定 2011年 11月 3日
ウイニングイレブン プレーメーカー 2012 Wii スポーツ サッカー 対応 予定 4,980 円 予定 2011年 11月 3日
サイレントヒル ダウンプア SILENT HILL：Downpour PS3 アドベンチャー ホラーアドベンチャー 対応 未定 未定

出展社名(Exhibitor )

アークシステムワークス

アクワイア

クリエイティブ
インテリジェンス アーツ

一般展示

KONAMI

オンライン
対応

出展物名 プラットフォーム ジャンル 価格 発売日

(GAMES FROM SPAIN)
Digital Legends
Entertainment

(GAMES FROM SPAIN)
Pyro Studios
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サイレントヒル HDエディション SILENT HILL HD Edition PS3 アドベンチャー ホラーアドベンチャー 非対応 未定 未定

戦律のストラタス PSP アクション
ドラマチック・
殲滅アクション

対応 予定 5,980 円 予定 2011年 10月 27日

NEWラブプラス
ニンテンドー

3DS(新)
その他(ジャンル) コミュニケーション 対応 未定 予定 2011年 秋

ネバーデッド NeveｒDead PS3 アクション
サードパーソン・
シューティング

対応 未定 予定 　 冬

ネバーデッド NeveｒDead Xbox 360 アクション
サードパーソン・
シューティング

対応 未定 予定 　 冬

BLADES of TIME PS3 アクション
アクション
アドベンチャー

対応 未定 　 未定

BLADES of TIME Xbox 360 アクション
アクション
アドベンチャー

対応 未定 　 未定

フロンティアゲート PSP ロールプレイング 対応 未定 予定 2011年 　
ポップンミュージック ポータブル2 PSP シミュレーション 音楽シミュレーション 対応 未定 　 未定

メタルギア ソリッド ピースウォーカー
HDエディション

METAL GEAR SOLID PEACE
WALKER　HD EDITION

PS3 アクション
タクティカル エピオ
ナージ
オペレーション

対応 未定 予定 2011年 11月

メタルギア ソリッド ピースウォーカー
HDエディション

METAL GEAR SOLID PEACE
WALKER　HD EDITION

Xbox 360 アクション
タクティカル エピオ
ナージ
オペレーション

対応 未定 予定 2011年 11月

メタルギア ソリッド HDエディション
METAL GEAR SOLID HD
EDITION

PS3 アクション
タクティカル エピオ
ナージ アクション

対応 未定 予定 2011年 11月

メタルギア ソリッド HDエディション
METAL GEAR SOLID HD
EDITION

Xbox 360 アクション
タクティカル エピオ
ナージ アクション

対応 未定 予定 2011年 11月

メタルギア ソリッド スネークイーター 3D
METAL GEAR SOLID SNAKE
EATER 3D

ニンテンドー
3DS(新)

アクション
タクティカル エピオ
ナージ アクション

対応 未定 予定 　 冬

ラビリンスの彼方
ニンテンドー

3DS(新)
ロールプレイング 非対応 未定 未定 　

うたの☆プリンスさまっ♪MUSIC PSP その他(ジャンル)
恋のドキドキをハート
で刻む
リズムアクション

非対応 予定 3,990 円 予定 2011年 11月 24日

うたの☆プリンスさまっ♪Debut PSP その他(ジャンル)
それが愛というなら
共に奏でようADV

非対応 予定 6,090 円 予定 　 冬 　

英雄伝説 碧の軌跡（日本ファルコム） PSP ロールプレイング 非対応 予定 6,090 円 予定 2011年 9月 29日
code_18（サイバーフロント） PSP アドベンチャー 未定 予定 5,040 円 予定 2011年 9月 29日
ウォーハンマー40,000: スペースマリーン
（サイバーフロント）

PS3 その他(ジャンル) TPS 対応 予定 7,140 円 予定 2011年 10月 27日

ウォーハンマー40,000: スペースマリーン
（サイバーフロント）

Xbox 360 その他(ジャンル) TPS 対応 予定 7,140 円 予定 2011年 10月 27日

たんていぶ　THE DETECTIVE CLUB
 -暗号と密室と怪人と-（ＢＯＯＳＴ ＯＮ）

PSP その他(ジャンル)
学園探偵
アドベンチャー

非対応 予定 3,654 円 予定 2011年 9月 29日

次の犠牲者をオシラセシマス
-君とこの果てることない暗闇を（ＢＯＯＳＴ
ＯＮ）

PSP その他(ジャンル)
クローズドサークル
サスペンス
アドベンチャー

非対応 予定 3,969 円 予定 2011年 10月 6日

白衣性恋愛症候群（サイバーフロント） PSP その他(ジャンル)
白衣ガールズ
アドベンチャー

非対応 予定 6,090 円 予定 2011年 9月 29日

白銀のカルと蒼空の女王
（サイバーフロント）

PSP アドベンチャー 非対応 予定 6,090 円 予定 2011年 10月 13日

花と乙女に祝福を　-春風の贈り物-
portable （ＢＯＯＳＴ ＯＮ）

PSP その他(ジャンル)
女装男子学園潜入
ＡＤＶ

非対応 予定 6,090 円 予定 2011年 10月 27日

Bullet Butlers（バレットバトラーズ）
-銃弾の彼方-（ＢＯＯＳＴ ＯＮ）
（ＢＯＯＳＴＯＮ）

PSP その他(ジャンル)
銃と魔法と執事と主
のファンタジーＡＤＶ

非対応 予定 6,090 円 予定 2011年 11月 24日

龍刻（サイバーフロント） PSP その他(ジャンル) 伝奇恋愛ノベル 非対応 予定 5,040 円 予定 2011年 10月 13日

ASPHALT：INJECTION
Play Station

Vita（新）
レーシング レースゲーム 対応 未定 未定

王と魔王と7人の姫君たち
～新・王様物語～

Play Station
Vita（新）

ロールプレイング
王道ファンタジー
RPG

対応 未定 未定

麻雀格闘倶楽部　新生・全国対戦版
Play Station

Vita（新）
その他(ジャンル) 麻雀 対応 未定 未定

AR COMBAT DIGIQ
Play Station

Vita（新）
シミュレーション 未定 未定 未定

リードミーズ Leedmees Xbox 360 Live その他(ジャンル)
アーケード
パズルアクション

非対応 予定 800 その他
マイクロソフトポ

イント
配信中 2011年 9月 7日

KONAMI
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コミPo!
コミPo! ～まったく絵を描かなくても、
３Ｄでポッとマンガがつくれちゃう！～

Application software to make
manga easily, “ComiPo!”

PC
Windows
XP,VISTA, 7

その他(ジャンル) 漫画制作ソフト 非対応 確定 9,700 円 発売中 2010年 12月 15日

ファイナルファンタジー 零式 なし PSP ロールプレイング 対応 予定 7,700 円 予定 2011年 10月 13日
ファイナルファンタジーＸＩＩＩ-2 なし PS3 ロールプレイング 　 未定 予定 2011年 12月
ファイナルファンタジーＸＩＩＩ-2 なし Xbox 360 ロールプレイング 　 未定 予定 2011年 12月
キングダム ハーツ 3Ｄ
 [ドリーム ドロップ ディスタンス]

なし
ニンテンドー

3DS(新)
ロールプレイング 未定 未定

シアトリズム ファイナルファンタジー なし
ニンテンドー

3DS(新)
その他(ジャンル)

シアター
リズムアクション

未定 未定

スライムもりもりドラゴンクエスト３
大海賊としっぽ団

なし
ニンテンドー

3DS(新)
その他(ジャンル)

アクション
アドベンチャー

対応 未定 予定 2011年 冬

いただきストリートWii なし Wii その他(ジャンル) ボードゲーム 対応 未定 予定 2011年
ドラゴンクエスト２５周年記念　ファミコン＆
スーパーファミコン
ドラゴンクエストⅠ・Ⅱ・Ⅲ

なし Wii ロールプレイング 予定 4,440 円 予定 2011年 9月 15日

デウスエクス なし PS3 その他(ジャンル) アクションＲＰＧ 非対応 予定 7,980 円 予定 2011年 9月 8日
デウスエクス なし Xbox 360 その他(ジャンル) アクションＲＰＧ 非対応 予定 7,980 円 予定 2011年 9月 8日
ガンガン ONLINE なし その他 ＰＣ，iPhone,iPad その他(ジャンル) Webコミック雑誌 対応 確定 購読無料 配信中

ガンモバコミックス なし その他
iモード、Ezweb,ソ
フトバンク

その他(ジャンル) ケータイコミック 対応 確定 42 円 1ファイル 配信中

BINARY DOMAIN BINARY DOMAIN PS3 アクション
ドラマティック
アクション

対応 未定 予定 2012年 2月

BINARY DOMAIN BINARY DOMAIN Xbox 360 アクション
ドラマティック
アクション

対応 未定 予定 2012年 2月

リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産
Rhythm Thief & the Emperor’s
Treasure

ニンテンドー
3DS(新)

アクション
リズムアクション
アドベンチャー

非対応 未定 予定 今冬

初音ミク -Project DIVA- extend
HATSUNE MIKU -Project
DIVA- extend

PSP アクション リズムアクション 非対応 確定 5,229 円 確定 2011年 11月 10日

ファンタシースターオンライン2 PHANTASY STAR ONLINE2 PC ロールプレイング オンラインRPG 対応 未定 予定 2011年
セブンスドラゴン２０２０ 7TH DRAGON 2020 PSP ロールプレイング 非対応 確定 6,279 円 DL版：5,600円 確定 2011年 10月 27日
MAX ANARCHY ANARCHY REIGNS PS3 アクション 乱戦格闘アクション 対応 予定 7,980 円 予定 2012年 1月
MAX ANARCHY ANARCHY REIGNS Xbox 360 アクション 乱戦格闘アクション 対応 予定 7,980 円 予定 2012年 1月

ソニック ジェネレーションズ 白の時空 Sonic Generations PS3 アクション
ハイスピード
メモリアルアクション

非対応 予定 7,329 円 予定 2011年 12月 8日

ソニック ジェネレーションズ 青の冒険 Sonic Generations
ニンテンドー

3DS(新)
アクション

ハイスピード
メモリアルアクション

対応 予定 5,229 円 予定 2011年 12月 8日

Shinobi 3D Shinobi 3D
ニンテンドー

3DS(新)
アクション 確定 5,229 円 確定 2011年 11月 17日

Planet Legend Online Planet Legend Online PC シューティング 未定 未定 予定 2012年 夏

Oriental Legend Online Oriental Legend Online PC ロールプレイング 未定 未定 予定 2012年 秋

ブシロード モンスター・コレクション MONSUTER COLLECTION その他 カードゲーム その他（グッズ） カードゲーム 非対応 確定 330 円 確定 2011年 8月 6日

液晶保護フィルム HC LCD Guard Film HC
ニンテンドー

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 500/525 円 発売中

液晶保護フィルム　ＡＦＰ LCD Guard Film ＡＦＰ
ニンテンドー

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 600/630 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

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 350/368 円 発売中

スマートポーチ　ホワイト Smart  Ｐｏｔｉ Ｗｈｉｔｅ
ニンテンドー

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 800/840 円 発売中

スマートポーチ　ブラック Smart  Ｐｏｔｉ Black
ニンテンドー

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 800/840 円 発売中

スマートポーチ　ピンク Smart Ｐｏｔｉ Ｐｉｎｋ
ニンテンドー

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 800/840 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

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 400/420 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

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 400/420 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

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 400/420 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

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 400/420 円 発売中

ストレッチタッチペン　コスモブラック
Stretch Touch Pen 　cosmo
Black

ニンテンドー
3DS(新)

周辺機器 非対応 確定 600/630 円 発売中

ストレッチタッチペン 　アクアブルー Stretch Touch Pen 　aquablue
ニンテンドー

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 600/630 円 発売中

ストレッチタッチペン   フレアレッド Stretch Touch Pen 　flarered
ニンテンドー

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 600/630 円 発売中

モリゲームズ

スクウェア・エニックス

セガ

（台湾ゲーム館）

International Games system
Co., Ltd.
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日本語 英語名または日本語タイトルのローマ字表記 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
出展社名(Exhibitor )

オンライン
対応

出展物名 プラットフォーム ジャンル 価格 発売日

カードポケット3  クリア Card Pocket ３　Clear
ニンテンドー

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 300/315 円 発売中

カードポケット3  クリアブラック Card Pocket ３　ClearＢｌａｃｋ
ニンテンドー

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 300/315 円 発売中

カードポケット6  クリア Card Pocket ６　Ｃｌｅａｒ
ニンテンドー

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 450/473 円 発売中

カードポケット3  クリアブラック Card Pocket ６　ClearＢｌａｃｋ
ニンテンドー

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 450/473 円 発売中

ＴＰＵカバー　クリア ＴＰＵＣｏｖｅｒ  Clear
ニンテンドー

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 1,200/1,260 円 発売中

ＴＰＵカバー　クリアブラック ＴＰＵＣｏｖｅｒ  ClearBlack
ニンテンドー

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 1,200/1,260 円 発売中

ＴＰＵカバー　クリアレッド ＴＰＵＣｏｖｅｒ  ClearRed
ニンテンドー

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 1,200/1,260 円 発売中

ＴＰＵカバー　アクアブルー ＴＰＵＣｏｖｅｒ  aqueBlue
ニンテンドー

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 1,200/1,260 円 発売中

ポケモンバッグ  ベストウィッシュ Pokemon Back bestwisyu
ニンテンドー

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 1,900/1,995 円 発売中

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

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 1,300/1,365 円 発売中

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

3DS(新)
周辺機器 非対応 確定 1,300/1,365 円 発売中

Ｗｉｉ専用　サイドスタンド Wii Exclusive Side Stands Wii 周辺機器 非対応 確定 1,800/1,890 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 非対応 確定 1,800/1,890 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 非対応 確定 1,500/1,575 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 非対応 確定 1,500/1,575 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 非対応 確定 600/630 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 非対応 確定 600/630 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 非対応 確定 650/683 円 発売中

日本語 英語名または日本語タイトルのローマ字表記 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
ＬＥＤフラッシュライト その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,260 円 確定 2011年 9月 15日
３＋１　マルチペン その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,050 円 確定 2011年 9月 15日
スライド万年カレンダー その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,050 円 確定 2011年 9月 15日
筆文字Ｔシャツ　第２弾 その他 その他（グッズ） 非対応 確定 3,150 円 確定 2011年 9月 15日
長袖ラグランＴシャツ その他 その他（グッズ） 非対応 確定 3,465 円 確定 2011年 9月 15日
ウィンドブレーカー その他 その他（グッズ） 非対応 確定 4,200 円 確定 2011年 9月 15日
チャリティーリストバンド その他 その他（グッズ） 非対応 確定 315 円 発売中
ドレスステッカー その他 その他（グッズ） 非対応 確定 420 円 発売中
ニューハンディファン その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,680 円 発売中
クリアボトル その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,260 円 発売中
Ａ５レポートファイル その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,050 円 発売中
アルミツイン名刺入れ その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,050 円 発売中
王様携帯スタンド その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,575 円 発売中
頭に巻くタオル その他 その他（グッズ） 非対応 確定 2,100 円 発売中
メッセンジャーバッグ その他 その他（グッズ） 非対応 確定 4,830 円 発売中
Ａ４クリアファイル　第２弾 その他 その他（グッズ） 非対応 確定 840 円 発売中
型抜きステッカー その他 その他（グッズ） 非対応 確定 210 円 発売中
ゲーム型キーホルダー その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,260 円 発売中
レザーペンケース その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,050 円 発売中
フラッシュピン その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,260 円 発売中
イラストＴシャツ その他 その他（グッズ） 非対応 確定 3,150 円 発売中
「井上」Ｔシャツ その他 その他（グッズ） 非対応 確定 3,150 円 発売中
「高橋」Ｔシャツ その他 その他（グッズ） 非対応 確定 3,150 円 発売中
METAL GEAR SOLID トートバッグ
PEACE WALKER

METAL GEAR SOLID tote bag
PEACE WALKER

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,600 円 確定 2011年 9月 15日

METAL GEAR SOLID トートバッグ
PW SKULL

METAL GEAR SOLID tote bag
PW SKULL

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,600 円 確定 2011年 9月 15日

METAL GEAR SOLID 携帯ストラップ
FOX HOUND

METAL GEAR SOLID cell
phone strap FOX HOUND

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 600 円 確定 2011年 9月 15日

ZONE OF THE ENDERS 携帯ストラップ
ZONE OF THE ENDERS　cell
phone strap

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 600 円 確定 2011年 9月 15日

METAL GEAR SOLID キーホルダー
FOX HOUND

METAL GEAR SOLID key ring
FOX HOUND

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 400 円 確定 2011年 9月 15日

モリゲームズ

発売日オンライン
対応

出展社名(Exhibitor )

物販コーナー

プラットフォーム ジャンル

KONAMI

出展物名

ゲームセンターＣＸ

価格
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METAL GEAR SOLID キーホルダー
オタコン

METAL GEAR SOLID key ring
OTAKON

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 400 円 確定 2011年 9月 15日

METAL GEAR SOLID リストバンド
PEACE WALKER

METAL GEAR SOLID wristband
PEACE WALKER

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,200 円 確定 2011年 9月 15日

METAL GEAR SOLID リストバンド
FOX HOUND

METAL GEAR SOLID wristband
FOX HOUND

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,200 円 確定 2011年 9月 15日

METAL GEAR SOLID スポーツタオル
PW スカル

METAL GEAR SOLID sports
towel PW SKULL

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,400 円 確定 2011年 9月 15日

ZONE OF THE ENDERS スポーツタオル
ZONE OF THE ENDERS sports
towel

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,400 円 確定 2011年 9月 15日

METAL GEAR SOLID クリアファイルセット
METAL GEAR SOLID clearness
file set

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,200 円 確定 2011年 9月 15日

METAL GEAR SOLID SNAKE EATER 3D
B2ポスター

METAL GEAR SOLID SNAKE
EATER 3D B2 poster

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,400 円 確定 2011年 9月 15日

pop'n music 瓦煎餅　12枚入り pop 'n music その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,200 円 確定 2011年 9月 15日
pop'n music 缶バッチセット pop 'n music CAN BATCH SET その他 その他（グッズ） 非対応 確定 600 円 確定 2011年 9月 15日
BEMANIアーティスト缶バッチセット BEMANI artist CAN BATCH その他 その他（グッズ） 非対応 確定 600 円 確定 2011年 9月 15日
METAL GEAR SOLID　ラスク缶 METAL GEAR SOLID RUSK その他 その他（グッズ） 非対応 確定 800 円 確定 2011年 9月 15日

METAL GEAR SOLID 瓦煎餅 12枚入り
METAL GEAR SOLID
"KAWARA"cracker

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,200 円 確定 2011年 9月 15日

ときめきメモリアル　Girl's Side瓦煎餅
12枚入り

TOKIMEKI　MEMORIAL　Girl 's
Side cracker

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,200 円 確定 2011年 9月 15日

ラブプラス　瓦煎餅　12枚入り LOVE　PLUS その他 その他（グッズ） 非対応 確定 1,200 円 確定 2011年 9月 15日
ときめきメモリアル　ジグレー版画　藤崎 詩
織

TOKIMEKI　MEMORIAL　Digital
print　FUJISAKI SHIORI

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 28,000 円 確定 2011年 9月 15日
ときめきメモリアル　ジグレー版画
館林 見晴

TOKIMEKI　MEMORIAL　Digital
print　TATEBAYASHI MIHARU

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 28,000 円 確定 2011年 9月 15日

ときめきメモリアル　ジグレー版画
紐緒 結奈

TOKIMEKI　MEMORIAL　Digital
print　HIMOO　YUINA

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 28,000 円 確定 2011年 9月 15日

ときめきメモリアル2　ジグレー版画
陽ノ下 光

TOKIMEKI　MEMORIAL2
Digital print　HINOMOTO

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 28,000 円 確定 2011年 9月 15日

ときめきメモリアル2　ジグレー版画
八重 花桜梨

TOKIMEKI　MEMORIAL2
Digital print　YAE KAORI

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 28,000 円 確定 2011年 9月 15日

ときめきメモリアル2　ジグレー版画
麻生 華澄

TOKIMEKI　MEMORIAL2
Digital print ASO KASUMI

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 28,000 円 確定 2011年 9月 15日

基板ﾀｲﾌﾟｼﾞｮｲｽﾃｨｯｸﾚﾊﾞｰ ｼｬﾌﾄｶﾊﾞｰ付き Joystick lever with cover その他 周辺機器 非対応 確定 2,200 円 発売中
基板ﾀｲﾌﾟｼﾞｮｲｽﾃｨｯｸﾚﾊﾞｰ ｼｬﾌﾄｶﾊﾞｰ・
平鉄板付き

Joystick lever with cover and
plate

その他 周辺機器 非対応 確定 2,300 円 発売中

5PINコネクター付ハーネス Harness for joysticks その他 周辺機器 非対応 確定 480 円 発売中
8角型ガイドセット Guide plate 8ways その他 周辺機器 非対応 確定 400 円 発売中
2方向用ガイド Guide plate 2ways その他 周辺機器 非対応 確定 350 円 発売中
シャフトカバー・ディスクセット Cover and disk for joysticks その他 周辺機器 非対応 確定 170 円 発売中
35φ レバーボール 35φ Lever ball その他 周辺機器 非対応 確定 130 円 発売中
45φ レバーボール　インサート付き 45φ Lever ball with adaptor その他 周辺機器 非対応 確定 380 円 発売中
ナス型レバーボール　インサート付き Bat lever ball with adaptor その他 周辺機器 非対応 確定 320 円 発売中
ハメ込み式押しボタン24φ 24φ Push button その他 周辺機器 非対応 確定 180 円 発売中
ハメ込み式押しボタン30φ 30φ Push button その他 周辺機器 非対応 確定 190 円 発売中
ハメ込み式押しボタン30φ リードSW 30φ Push button RG その他 周辺機器 非対応 確定 480 円 発売中
ネジ式押しボタン24φ 24φ Screw button その他 周辺機器 非対応 確定 200 円 発売中
ネジ式押しボタン30φ 30φ Screw button その他 周辺機器 非対応 確定 210 円 発売中
ネジ式押しボタン30φ リードSW 30φ Screw button RG その他 周辺機器 非対応 確定 510 円 発売中
メカクシキャップ30φ  キャップはめ込み型 Mekakushi cap その他 周辺機器 非対応 確定 80 円 発売中
プライスシール（5枚１シート） Price sticker その他 周辺機器 非対応 確定 200 円 発売中
注意ステッカー（5枚1シート） Chu-I sticker その他 周辺機器 非対応 確定 200 円 発売中
お願いステッカー（5枚1シート） Onegai sticker その他 周辺機器 非対応 確定 200 円 発売中
お客様ステッカー（5枚1シート） Okyaku sticker その他 周辺機器 非対応 確定 200 円 発売中
対戦台1Pステッカー 1P sticker その他 周辺機器 非対応 確定 300 円 発売中
対戦台2Pステッカー 2P sticker その他 周辺機器 非対応 確定 300 円 発売中
メダルステッカー Medal sticker その他 周辺機器 非対応 確定 300 円 発売中
待ってステッカー Matte sticker その他 周辺機器 非対応 確定 300 円 発売中
禁煙ステッカー Kinen sticker その他 周辺機器 非対応 確定 300 円 発売中
シリコングリス 100g Grease 100g その他 周辺機器 非対応 確定 3,500 円 発売中
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（グッズ） 香水 非対応 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（グッズ） アクセサリー 非対応 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（グッズ） アクセサリー 非対応 予定 23,000 円 発売中

スクウェア・エニックス

三和電子

KONAMI
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FINAL  FANTASY　CREATURES 改
Vol.3(1BOX 8個入り)

その他 その他（グッズ） フィギュア 非対応 予定 6,300 円 発売中

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（グッズ） キャンドル 非対応 予定 2,200 円 発売中

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（グッズ） キャンドル 非対応 予定 2,200 円 発売中

FINAL FANTASY Ⅶ アドベントチルドレン
クラウド　オードトワレ

なし その他 その他（グッズ） 香水 非対応 予定 6,800 円 発売中

DISSIDIA FINAL FANTASY PLAY ARTS改
クラウド・ストライフ

なし その他 その他（グッズ） フィギュア 非対応 予定 4,800 円 発売中

DISSIDIA FINAL FANTASY PLAY ARTS改
スコール・レオンハート

なし その他 その他（グッズ） フィギュア 非対応 予定 4,800 円 発売中

DISSIDIA FINAL FANTASY PLAY ARTS改
ガブラス

なし その他 その他（グッズ） フィギュア 非対応 予定 4,800 円 発売中

FINAL FANTASY
マスコットポーチ

なし その他 その他（グッズ） ポーチ 非対応 予定 1,800 円 発売中

日経エンタテインメント！ Nikkei ENTERTAINMENT! その他 その他（グッズ） 雑誌 非対応 確定 580 円 税込 確定 2011年 9月 3日
日経トレンディ Nikkei TRENDY その他 その他（グッズ） 雑誌 非対応 確定 550 円 税込 確定 2011年 9月 3日
ゲームエンタ！ GAME ENTERTAINMENT その他 その他（グッズ） 雑誌 非対応 確定 680 円 税込 確定 2011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 その他（グッズ） 書籍 非対応 確定 500 円 税込 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 その他（グッズ） 書籍 非対応 確定 500 円 税込 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 その他（グッズ） 書籍 非対応 確定 500 円 税込 確定 2009年 6月 27日

「テイルズ オブ ヴェスペリア」ラピード1/1
ぬいぐるみ

「Tales of Vesperia」
Repede1/1soft toy

その他 その他（グッズ） 非対応 未定 未定

PROJECT ACES FLIGHT JACKET
PROJECT ACES FLIGHT
JACKET

その他 その他（グッズ） 非対応 確定 9,000 円 確定 2011年 10月 13日

日本語 英語名または日本語タイトルのローマ字表記 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
スライムもりもりドラゴンクエスト３
大海賊としっぽ団

ニンテンドー
3DS(新)

その他(ジャンル)
アクション
アドベンチャー

対応 未定 予定 2011年 冬

ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2
プロフェッショナル

ニンテンドーDS ロールプレイング 対応 確定
希望小売価格：

4,440円 円 発売中

ソニック ジェネレーションズ 白の時空 Sonic Generations PS3 アクション
ハイスピード
メモリアルアクション

非対応 予定 7,329 円 予定 2011年 12月 8日

ソニック ジェネレーションズ 青の冒険 Sonic Generations
ニンテンドー

3DS(新)
アクション

ハイスピード
メモリアルアクション

対応 予定 5,229 円 予定 2011年 12月 8日

日本語 英語名または日本語タイトルのローマ字表記 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 学生作品集 なし PC その他(ジャンル) ゲーム集 非対応 未定 未定

Resonance Noise Resonance Noise PC Windows7 アクション 非対応 未定 未定
In my life In my life その他 DVD その他(ジャンル) ムービー 非対応 未定 未定
LEGEND of EMUEI LEGEND of EMUEI その他 DVD その他(ジャンル) ムービー 非対応 未定 未定
Oliver and Will Oliver and Will その他 DVD その他(ジャンル) ムービー 非対応 未定 未定
SAND CLAYMORE SAND CLAYMORE その他 DVD その他(ジャンル) ムービー 非対応 未定 未定
SMILE SMILE その他 DVD その他(ジャンル) ムービー 非対応 未定 未定
Technology Technology その他 DVD その他(ジャンル) ムービー 非対応 未定 未定
VS(バーサス) VERSUS その他 その他（グッズ） ポスター類 非対応 未定 未定
夏の花 Summer flower その他 その他(ジャンル) ポスター類 非対応 未定 未定
アナイアレイト 6 annihilate 6 PC アクション 非対応 未定 未定
トポリウム Toporium PC アクション 非対応 未定 未定

ＩＸＡＳ（イクサス） Ikusasu PC パズル
対戦型
パズルゲーム

非対応 販売予定なし

天罰 tenbatu PC アクション 非対応 販売予定なし
メロディドロップス　～ロアの音風～ melody　drops PC アクション 非対応 販売予定なし
ＤＥＮＳＨＡが轟！！ Densha　ga　Go!! PC アクション 非対応 販売予定なし

ＳＹＸＳ（サイクス） Saikusu PC シミュレーション
ロボット
シミュレーション

非対応 販売予定なし

スクウェア・エニックス

バンダイナムコゲームス

ゲームスクールコーナー

日経ＢＰ社

出展物名

専門学校 東京デザイナー
学院 ＆ 東京ネットウエイブ

発売日オンライン
対応

スクウェア・エニックス

セガ

出展社名(Exhibitor )

ファミリーコーナー

出展社名(Exhaibiter )

プラットフォーム

プラットフォーム ジャンル出展物名 価格

オンライン
対応

ジャンル 価格 発売日

穴吹学園
穴吹カレッジグループ

尚美学園大学
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東京ゲームショウ2011出展予定タイトル(50音順） 2011/8/31

日本語 英語名または日本語タイトルのローマ字表記 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
出展社名(Exhibitor )

オンライン
対応

出展物名 プラットフォーム ジャンル 価格 発売日

恋するくのいち　☆メタモルフォーゼ☆ Koisuru　kunoichi PC アクション
どたばた忍者
ラブアクション

非対応 販売予定なし

化石ハンター Fossil　Hunter PC アクション ４人まで対戦可 非対応 販売予定なし

華音 Kanon
スマートフォン

（Android）
その他(ジャンル) 和風音楽ゲーム 非対応 販売予定なし

DUAＬIST Dualist
スマートフォン

（Android）
シューティング 非対応 販売予定なし

ドラム缶クラッシュ DRUM CRUSH PC Kinect アクション 非対応 未定 未定
ワイルドパンク Wild Punk PC アドベンチャー 非対応 未定 未定

ポンポンポン Pon Pon Pon
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

パズル 非対応 未定 未定

穴に落ちろ
Fall into a Hole-Corrom &
Labyrinth-

タブレット
（iPad/Androiｄ

/Windows7など）
その他(ジャンル) パーティ 非対応 未定 未定

タイム・リンク TIME LINK
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

アクション 非対応 未定 未定

武道家 Martial Artist PC その他(ジャンル) 格闘 非対応 未定 未定

AR宝物探し AR Treasure Hunter
スマートフォン

（iPhone）
アドベンチャー 非対応 未定 未定

脱出【ホテルの一室】 ESCAPE【Hotel Room】
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

シミュレーション 非対応 未定 未定

みちのくももたま雪景色
MICHINOKU MOMOTAMA
YUKIGESHIKI

PC Windows アクション 非対応 未定 未定

LINEAR LINER LINEAR LINER PC Windows パズル 非対応 未定 未定
THE・弾幕シューティング THE BULLET SHOOTING PC Windows シューティング 非対応 未定 未定

くるくるフレーム Ｋｕｒｕｋｕｒｕ Ｆｒａｍｅ PC windows アクション 非対応 　
学生作品の為、

非買

Ｐｉｎｃｈ　Ｂａｌｌ Ｐｉｎｃｈ　Ｂａｌｌ PC windows アクション 非対応 　
学生作品の為、

非買

ＢＡＬＬｘＢＡＬＬ ＢＡＬＬｘＢＡＬＬ PC windows アクション 非対応 　
学生作品の為、

非買

Ｃｏｎｅｃｔ Ｃｏｎｅｃｔ PC XNA パズル 非対応 　
学生作品の為、

非買

Ｎｉｎｊａ３６０ Ｎｉｎｊａ３６０ Xbox 360 XNA アクション 非対応 　
学生作品の為、

非買

Ｂｌｏｏｍ＊Ｂｌｏcｋ Ｂｌｏｏｍ＊Ｂｌｏcｋ Xbox 360 XNA パズル 非対応 　
学生作品の為、

非買

トライデントＣＧムービーセレクション
ＴＲＩＤＥＮＴ　ＣＧ－ＭＯＶＩＥＳ　Ｓ
ＥＬＥＣＴＩＯＮ

その他 その他(ジャンル)
コンテスト受賞作品
を中心に上映

非対応 　
学生作品の為、

非買
デジタル戦士サンジゲン Digital soldier SAN-JI-GEN PC アクション 非対応 販売予定なし
RocketRan RocketRan PC アクション 非対応 販売予定なし
Eradicator Lazuli Eradicator Lazuli PC アクション 非対応 販売予定なし
電都司書さくら Capital Librarian SAKURA PC アクション 非対応 販売予定なし
Galacto なし PC シューティング 非対応 未定 未定
Push★Climb なし PC アクション 非対応 未定 未定
Revolve なし PC パズル 非対応 未定 未定
ここにいたゆうしゃがにげた なし PC アクション 非対応 未定 未定
あわわ なし PC アクション 非対応 未定 未定
猫の手も借りたい なし PC パズル 非対応 未定 未定
Tempest of Arrows なし PC アクション 非対応 未定 未定
puzzle tower なし PC パズル 非対応 未定 未定
空鳥 なし PC アクション 非対応 未定 未定
Flap なし PC レーシング 非対応 未定 未定
だんごろん なし PC アクション 非対応 未定 未定
BOMB CAT なし PC アクション 非対応 未定 未定
Excite Burner なし PC シューティング 非対応 未定 未定
NEXiT なし ニンテンドーDS アクション 非対応 未定 未定
出展物名未定 なし ニンテンドーDS アクション 非対応 未定 未定

出展物名未定 なし
スマートフォン

（Android）
アクション 非対応 未定 未定

新潟コンピュータ専門学校

東京デザインテクノロジー
センター専門学校

東北電子専門学校

トライデントコンピュータ
専門学校

新潟高度情報専門学校

専門学校 東京デザイナー
学院 ＆ 東京ネットウエイブ
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東京ゲームショウ2011出展予定タイトル(50音順） 2011/8/31

日本語 英語名または日本語タイトルのローマ字表記 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
出展社名(Exhibitor )

オンライン
対応

出展物名 プラットフォーム ジャンル 価格 発売日

出展物名未定 なし
スマートフォン

（Android）
アクション 非対応 未定 未定

出展物名未定 なし
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

アクション 非対応 未定 未定

出展物名未定 なし
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

アクション 非対応 未定 未定

アースフューチャー Earth　Future PC パズル 非対応 未定 未定
黒脛巾 Kurohabaki PC シューティング 非対応 未定 未定
コンブレイク ConBreak PC アクション 非対応 未定 未定
エヌエス　～リバース～ NS　～Reverse～ PC パズル 非対応 未定 未定
まてんろう MATENROU PC アクション 非対応 未定 未定
Bubble　Sand Bubble　Sand PC パズル 非対応 未定 未定
無限の紋章 Emblem Of the infinite PC シューティング 非対応 未定 未定
カテナ　デラ　ルーチェ catena della luce PC アクション 非対応 未定 未定
えねこれ！ enekore! PC アクション 非対応 未定 未定
絶　防衛線 absolute defensive war PC アクション 非対応 未定 未定
エイムレーシング４ AimRacing4 PC レーシング 非対応 未定 未定
エイムレーシング０～ZERO～
for Android

AIMRACING0 for Android
スマートフォン

（Android）
レーシング 対応 未定 未定

エイムレーシング０～ZERO～
for iPhone

AIMRACING0  for iPhone
スマートフォン

（iPhone）
レーシング 非対応 未定 未定

おにぎりがものすごいスピードで
山から転がり落ちるゲーム

The Rolling Riceball Game PC シミュレーション 非対応 未定 未定

ゲンダイジン GENDAIJIN PC シミュレーション 非対応 未定 未定
サーモコネクタス２ ThermoConnectas２ PC シューティング 非対応 未定 未定

ばりびりポロロン baribiripororon
スマートフォン

（iPhone）
シミュレーション 非対応 未定 未定

ぴくと pict PC シミュレーション 非対応 未定 未定
あ～あ… AH～ah… PC アクション 非対応 未定 未定
出展物名未定 出展物名未定 PC アクション 非対応 未定 未定
出展物名未定 出展物名未定 PC アクション 非対応 未定 未定
出展物名未定 出展物名未定 PC アクション 非対応 未定 未定

You Be!!　（Ver 2.0) なし
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

その他(ジャンル) 非対応 未定 無料 未定

音楽会 なし
スマートフォン

（iPhone）
その他(ジャンル) 非対応 未定 無料 未定

心霊カメラ なし
スマートフォン

（iPhone）
その他(ジャンル) 非対応 未定 無料 未定

CookHelper なし
スマートフォン

（iPhone）
その他(ジャンル) 非対応 未定 無料 未定

CookHelper なし
スマートフォン

（Android）
その他(ジャンル) 非対応 未定 無料 未定

いたずらペイントボール なし
スマートフォン

（Android）
その他(ジャンル) 非対応 未定 無料 未定

日本語 英語名または日本語タイトルのローマ字表記 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

薄桜鬼 待受絵草子 Hakuoki Machiuke-Ezoushi
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

その他(ジャンル) 生活ツールアプリ 未定 予定 500 円/1ダウンロード 予定 2011年 10月 1日

薄桜鬼 待受絵草子 Hakuoki Machiuke-Ezoushi
スマートフォン

（iPhone）
その他(ジャンル) 生活ツールアプリ 未定 予定 500 円/1ダウンロード 予定 2011年 10月 1日

薄桜鬼 待受絵草子 Hakuoki Machiuke-Ezoushi
スマートフォン

（Android）
その他(ジャンル) 生活ツールアプリ 未定 予定 500 円/1ダウンロード 予定 2011年 10月 1日

新天魔界 ～ＧＯＣIV アナザサイド～
アンドロイド版

Generation of Chaos for
Android

タブレット
（iPad/Androiｄ

/Windows7など）
ロールプレイング 非対応 未定 予定 2011年 9月 下旬

新天魔界 ～ＧＯＣIV アナザサイド～
アンドロイド版

Generation of Chaos for
Android

スマートフォン
（Android）

ロールプレイング 非対応 未定 予定 2011年 8月 下旬

萌えテレ Moe-TV
スマートフォン

（iPhone）
その他(ジャンル) 天気 非対応 確定 1,000 円 配信中

萌えテレ Moe-TV
スマートフォン

（Android）
その他(ジャンル) 天気 非対応 確定 1,000 円 配信中

エディア

横浜デジタルアーツ
専門学校

日本電子専門学校

モバイル＆ソーシャルゲームコーナー
ジャンル

新潟コンピュータ専門学校

出展社名(Exhibitor )
出展物名 プラットフォーム 価格 発売日

アイディアファクトリー

オンライン
対応
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日本語 英語名または日本語タイトルのローマ字表記 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
出展社名(Exhibitor )

オンライン
対応

出展物名 プラットフォーム ジャンル 価格 発売日

MAPLUSポータブルナビ3　2011年度版 なし PSP その他(ジャンル) ナビゲーション 非対応 未定 予定 2011年 秋
ヴィーナス†ブレイド Venus Blade DoCoMo ロールプレイング 対応 確定 300 円（アイテム課金) 配信中 2011年 7月 27日
ヴィーナス†ブレイド Venus Blade au ロールプレイング 対応 確定 300 円（アイテム課金) 配信中 2011年 7月 27日
ヴィーナス†ブレイド Venus Blade Softbank ロールプレイング 対応 確定 300 円（アイテム課金) 配信中 2011年 7月 27日

ヴィーナス†ブレイド Venus Blade
スマートフォン

（Android）
ロールプレイング 対応 未定 予定 2011年 9月 下旬

ヴィーナス†ブレイド Venus Blade
スマートフォン

（iPhone）
ロールプレイング 対応 未定 予定 2011年 9月 下旬

岡田貿易 あなたも、可愛いキャラに変身
You can change characters by
the Iphone

スマートフォン
（iPhone）

その他(ジャンル) 変身キャラクター 対応 確定 0 円 確定 2011年 9月 10日

QuerySeeker.com QuerySeeker.com PC その他(ジャンル) Web情報サイト 対応 確定 無料 その他 配信中 2010年 12月 6日
QuerySeeker.com QuerySeeker.com タブレット iPad その他(ジャンル) Web情報サイト 対応 確定 無料 その他 配信中 2010年 12月 6日
QuerySeeker.com QuerySeeker.com スマートフォン その他(ジャンル) Web情報サイト 対応 確定 無料 その他 配信中 2010年 12月 6日
QuerySeeker.com QuerySeeker.com スマートフォン その他(ジャンル) Web情報サイト 対応 確定 無料 その他 配信中 2011年 4月 12日

アールタイプ R-Type
スマートフォン

（Android）
シューティング Shoot'em'up 非対応 未定 その他 予定 2011年 秋

妖精物語ロッドランド Rod Land
スマートフォン

（Android）
アクション アーケード 非対応 未定 その他 予定 2011年 秋

札幌市・石狩市　企業立地ガイド
Sapporo City & Ishikari City
Enterprise Location Guide

その他 パンフレット（紙） その他（グッズ） 自治体PR 非対応 確定 無料 その他

企業立地ナビブック Corporate location Navi book その他 パンフレット（紙） その他（グッズ） 自治体PR 非対応 確定 無料 その他

新たなビジネス拠点をぜひ札幌へ
Aratanabizinesukyotenwozehisa
pporohe

その他 視聴用DVD その他（グッズ） 自治体PR 非対応 確定 無料 その他

カータウン CarTonw DoCoMo その他(ジャンル) 携帯版ソーシャル 対応 確定 無料
一部ゲーム内

課金
予定 2011年 9月 8日

カータウン CarTown au その他(ジャンル) 携帯版ソーシャル 対応 確定 無料
一部ゲーム内

課金
予定 2011年 9月 8日

カータウン CarTown Softbank その他(ジャンル) 携帯版ソーシャル 対応 確定 無料
一部ゲーム内

課金
予定 2011年 9月 8日

大争奪!!レジェンドカード Legend Card 携帯　未定 ロールプレイング 対応 確定 0 円（アイテム課金)
基本プレイ無

料、アイテム課
発売中 2011年 3月 28日

大進撃!!ドラゴン騎士団 Dragon Knights Alliance 携帯　未定 ロールプレイング 対応 確定 0 円（アイテム課金)
基本プレイ無

料、アイテム課
発売中 2011年 7月 21日

横浜妖精奇譚 Yokohama Yousei Kitan DoCoMo アドベンチャー 非対応 予定 315 円/1ダウンロード 予定 2011年 9月 　
横浜妖精奇譚 Yokohama Yousei Kitan Softbank アドベンチャー 非対応 予定 315 円/1ダウンロード 予定 2011年 9月

横浜妖精奇譚 Yokohama Yousei Kitan
スマートフォン

（Android）
アドベンチャー 非対応 未定 　 未定

みちのく妖精物語（仮） Michinoku Yousei Monogatari DoCoMo アドベンチャー 非対応 未定 未定
みちのく妖精物語（仮） Michinoku Yousei Monogatari Softbank アドベンチャー 非対応 未定 未定

バランスタワー Balance Tower
ニンテンドー

3DS(新)
その他(ジャンル)

落ちものバランス
パズル

非対応 予定 500 ポイント 予定 2011年 冬

ぐるっと！セイバー Gurutto Saver ニンテンドーDS その他(ジャンル)
全方位型ディフェン
スシューティング

対応 確定 500 ポイント 配信中 2011年 5月 25日

ゾンゲリパニック Zomgeri Panic ニンテンドーDS その他(ジャンル)
パニックゾンビ
アクション

対応 確定 500 ポイント 配信中 2011年 2月 16日

プリティスマイル Pretty Smile
スマートフォン

（iPhone）
その他(ジャンル)

タップ
コミュニケーション

非対応 未定 販売予定無し 未定

プチコン PetitComputer ニンテンドーDS DSi/DSiLL その他(ジャンル) 教育・データベース 対応 確定 800 ポイント 配信中 2011年 3月 9日

プチコン PetitComputer
ニンテンドー

3DS(新)
その他(ジャンル) 教育・データベース 対応 確定 800 ポイント 配信中 2011年 3月 9日

Android widget
(正式名称は決まっておりません）

Android widget
スマートフォン

（Android）
その他(ジャンル) モバイルコンテンツ 非対応 未定 円/1ダウンロード 予定 2011年 9月 上旬

きせかえ☆チェンジ（Android Home appli） Android Home appli
スマートフォン

（Android）
その他(ジャンル) モバイルコンテンツ 非対応 未定 円/1ダウンロード 予定 2011年 9月 上旬

マチウケ☆マスコット machiuke mascot au その他(ジャンル) モバイルコンテンツ 未定 予定 300 円/1ダウンロード 予定 2011年 9月 上旬

アニキャラ☆モバイル Anichara mobile DoCoMo その他(ジャンル) モバイルコンテンツ 非対応 確定 300/ 500 円/月
サービス

中

アニキャラ☆モバイル Anichara mobile au その他(ジャンル) モバイルコンテンツ 非対応 確定 300/ 500 円/月
サービス

中

バカとテストと召喚獣　英語編
BAKA TO TESU TO
SYOUKANJUU EIGOHEN

スマートフォン
（iPhone）

その他(ジャンル) 非対応 確定 350 円/1ダウンロード 発売中 2010年 5月 21日

バカとテストと召喚獣　数学編
BAKA TO TESU TO
SYOUKANJUU SUUGAKUHEN

スマートフォン
（iPhone）

その他(ジャンル) 非対応 確定 350 円/1ダウンロード 発売中 2010年 9月 12日

バカとテストと召喚獣　国語編
BAKA TO TESU TO
SYOUKANJUU KOKUGOHEN

スマートフォン
（iPhone）

その他(ジャンル) 非対応 確定 350 円/1ダウンロード 発売中 2010年 10月 12日

（北海道IT推進協会）
スマイルブーム

（北海道IT推進協会）
ハートビット

エディア

（北海道IT推進協会）
ジースタイル

(在日フランス大使館
企業振興部-ユビフランス）
DOTEMU

ダイスステーション

クエリーアイ

札幌市

Cie Games Japan

gｌoops
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オンライン
対応

出展物名 プラットフォーム ジャンル 価格 発売日

バカとテストと召喚獣　バカテスバランス
BAKA TO TESU TO
SYOUKANJUU BAKATESU
BARANSU

スマートフォン
（iPhone）

その他(ジャンル) 非対応 予定 350 円/1ダウンロード 予定 2011年 8月

バカとテストと召喚獣　おバカ屋敷
BAKA TO TESU TO
SYOUKANJUU OBAKAYASHIKI

スマートフォン
（iPhone）

アクション 非対応 予定 350 円/1ダウンロード 予定 2011年 8月

バカとテストと召喚獣
ムッツリーニの秘蔵写真コレクション

BAKA TO TESU TO
SYOUKANJUU MUTTSURINI
NO HIZOUSYASIN

スマートフォン
（iPhone）

アクション 非対応 予定 350 円/1ダウンロード 予定 2011年 8月

iヨーコ iyoko
スマートフォン

（iPhone）
その他(ジャンル) 非対応 確定 600 円/1ダウンロード 配信中 2010年 4月 20日

お天気レイちゃん Forecast with Rei
スマートフォン

（iPhone）
その他(ジャンル) 対応 確定 350 円/月 配信中 2010年 6月 10日

アドレスグループスタジオ Address Groip Studio
スマートフォン

（iPhone）
その他(ジャンル) 非対応 確定 85 円/1ダウンロード 配信中 2010年 5月 28日

おばけのマ～ルとまるやまどうぶつえん
MA-RU the Ghost Goes to
Maruyama Zoo

タブレット
（iPad/Androiｄ

/Windows7など）
その他(ジャンル) 非対応 確定 800 円/1ダウンロード 配信中 2010年 8月 28日

おばけのマ～ルのかべがみ MA-RU the Ghost Wallpaper
スマートフォン

（iPhone）
その他(ジャンル) 非対応 確定 0 円/1ダウンロード 配信中 2010年 12月 23日

EVANGELION Address Book EVANGELION Address Book
スマートフォン

（iPhone）
その他(ジャンル) 非対応 確定 350 円（アイテム課金) 配信中 2011年 4月 29日

ヱヴァンゲリヲン　バッテリー監視 EVA Battery
スマートフォン

（Android）
その他(ジャンル) 非対応 確定 210 円/1ダウンロード 予定 2011年 7月 下旬

ヱヴァンゲリヲン
限界活動カウンター時計&タイマー

EVA Watch&Timer
スマートフォン

（Android）
その他(ジャンル) 非対応 確定 210 円/1ダウンロード 予定 2011年 7月 下旬

（北海道IT推進協会）
メディアリュウム

麻雀 昇龍神 Mahjong Shoryusin
スマートフォン

（Android）
シミュレーション テーブルゲーム 対応 未定 予定 2011年 9月

MOONGA TRADING CARD
GAME

Moonga Moonga
スマートフォン

（iPhone）
その他(ジャンル)

トレーディングカード
ゲーム

対応 未定 　 予定 2011年 秋

肥後連環殺人迷宮のブロードウェイ Meikyuno Broadway DoCoMo アドベンチャー 非対応 未定 円（従量課金) 予定 2011年 冬 冬

肥後連環殺人迷宮のブロードウェイ Meikyuno Broadway
スマートフォン

（Android）
アドベンチャー 非対応 未定 円（従量課金) 予定 2011年 冬 冬

オルフェリア戦記Ⅱ Record of Orferia War II DoCoMo アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 発売中
オルフェリア戦記Ⅱ Record of Orferia War II Softbank アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 発売中
オルフェリア戦記Ⅱ Record of Orferia War II au アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 発売中

オルフェリア戦記Ⅱ Record of Orferia War II スマートフォン
（iPhone）

アクション 非対応 確定 350 円（従量課金) 発売中

オルフェリア戦記Ⅱ Record of Orferia War II
スマートフォン

（Android）
アクション 非対応 確定 350 円（従量課金) 発売中

電子艦隊ナック Densikanntai Nack DoCoMo シューティング 非対応 確定 315 円（従量課金) 発売中
電子艦隊ナック Densikanntai Nack Softbank シューティング 非対応 確定 315 円（従量課金) 発売中
電子艦隊ナック Densikanntai Nack au シューティング 非対応 確定 315 円（従量課金) 発売中

電子艦隊ナック Densikanntai Nack
スマートフォン

（iPhone）
シューティング 非対応 確定 350 円（従量課金) 発売中

電子艦隊ナック Densikanntai Nack
スマートフォン

（Android）
シューティング 非対応 確定 350 円（従量課金) 発売中

ﾊｰﾄﾌﾚｰﾊﾞｰ ﾊﾞﾆﾗのはっぴいﾊﾞｽｹｯﾄ Vanilla's Happy Basket
スマートフォン

（iPhone）
パズル 非対応 確定 350 円（従量課金) 発売中

ﾊｰﾄﾌﾚｰﾊﾞｰ ﾊﾞﾆﾗのはっぴいﾊﾞｽｹｯﾄ Vanilla's Happy Basket
スマートフォン

（Android）
パズル 非対応 確定 350 円（従量課金) 予定 2011年 秋 秋

ぶらり・世界ウンテイ BURARI･SEKAI-UNTEI
スマートフォン

（Android）
アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 発売中

潜りすぎる海女 MOGURISUGIRUAMA
スマートフォン

（Android）
アクション 非対応 確定 315 円（従量課金) 発売中

 ﾊﾞﾆﾗのはっぴいﾊﾞｽｹｯﾄ Vanilla's Happy Basket DoCoMo パズル 非対応 確定 315 円（従量課金) 発売中
 ﾊﾞﾆﾗのはっぴいﾊﾞｽｹｯﾄ Vanilla's Happy Basket Softbank パズル 非対応 確定 315 円（従量課金) 発売中
 ﾊﾞﾆﾗのはっぴいﾊﾞｽｹｯﾄ Vanilla's Happy Basket au パズル 非対応 確定 315 円（従量課金) 発売中
ハートフレーバーハーベスト Heart Flavor Harvest DoCoMo パズル 非対応 確定 315 円（従量課金) 発売中
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) 発売中
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) 発売中
バニラのナンプレ Vanilla's Number Place DoCoMo パズル 非対応 確定 315 円（従量課金) 発売中
バニラのナンプレ Vanilla's Number Place Softbank パズル 非対応 確定 315 円（従量課金) 発売中
バニラのナンプレ Vanilla's Number Place au パズル 非対応 確定 315 円（従量課金) 発売中

ﾊｰﾄﾌﾚｰﾊﾞｰ ﾊﾞﾆﾗのはっぴいﾊﾞｽｹｯﾄ Vanilla's Happy Basket
スマートフォン

（iPhone）
その他(ジャンル) 非対応 確定 250 円（従量課金) 発売中

ﾊｰﾄﾌﾚｰﾊﾞｰ ﾊﾞﾆﾗのはっぴいﾊﾞｽｹｯﾄ Vanilla's Happy Basket
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

その他(ジャンル) 非対応 確定 350 円（従量課金) 発売中

（北海道IT推進協会）
メディア・マジック

（北海道IT推進協会）
ハートビット

ワンナップゲームズ
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出展物名 プラットフォーム ジャンル 価格 発売日

Colors バニラのなないろなごご
Colors  Vanilla's Rainbow
Afternoon

スマートフォン
（iPhone）

その他(ジャンル) 非対応 確定 250 円（従量課金) 発売中

Colors バニラのなないろなごご
Colors  Vanilla's Rainbow
Afternoon

タブレット
（iPad/Androiｄ

/Windows7など）
その他(ジャンル) 非対応 確定 350 円（従量課金) 発売中

Colors バニラのなないろなごご
Colors  Vanilla's Rainbow
Afternoon

スマートフォン
（Android）

その他(ジャンル) 非対応 確定 230 円（従量課金) 発売中

Numbers バニラと1,2,3、のさんぽみち Numbers  Vanilla's Promenarde
スマートフォン

（iPhone）
その他(ジャンル) 非対応 確定 250 円（従量課金) 発売中

Numbers バニラと1,2,3、のさんぽみち Numbers  Vanilla's Promenarde
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

その他(ジャンル) 非対応 確定 350 円（従量課金) 発売中

Numbers バニラと1,2,3、のさんぽみち Numbers  Vanilla's Promenarde
スマートフォン

（Android）
その他(ジャンル) 非対応 確定 230 円（従量課金) 発売中

ぼくのちゃむちゃむ犬 My Dog Chamu Chamu
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

その他(ジャンル) 非対応 確定 350 円（従量課金) 発売中

あたしのちゃめ猫ちゃん My Cat Chummy
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

その他(ジャンル) 非対応 確定 350 円（従量課金) 発売中

インコのムジークとおんがくか Muzik the Parrot
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

その他(ジャンル) 非対応 確定 350 円（従量課金) 予定 2011年 秋 秋

おおきくなったら When I Grow Up
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

その他(ジャンル) 非対応 確定 350 円（従量課金) 予定 2011年 秋 秋

ジャックと豆の木 Jack and the Beans talk
スマートフォン

（iPhone）
その他(ジャンル) 非対応 確定 250 円（従量課金) 予定 2011年 秋 秋

ジャックと豆の木 Jack and the Beans talk
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

その他(ジャンル) 非対応 確定 350 円（従量課金) 予定 2011年 秋 秋

いない　いない　ばあ　ばあ　ばあ Pee-ka-Boo！
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

その他(ジャンル) 非対応 確定 350 円（従量課金) 予定 2011年 秋 秋

チョイスゴコンピュータＴｏｕｃｈ Choisugo　Computer Ｔｏｕｃｈ
スマートフォン

（iPhone）
その他(ジャンル) 非対応 確定 0 円/1ダウンロード 確定

チョイスゴコンピュータＴｏｕｃｈ Choisugo　Computer Ｔｏｕｃｈ
スマートフォン

（Android）
その他(ジャンル) 非対応 確定 0 円/1ダウンロード 予定 2011年 9月 上旬

日本語 英語名または日本語タイトルのローマ字表記 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
マシナリウム machinarium PC アドベンチャー 非対応 確定 2,200 円 発売中
スペースケム Spacechem PC パズル 非対応 確定 1,750 円 発売中
タイニーバン・ストーリー The Tiny Bang Story PC アドベンチャー 非対応 確定 1,400 円 発売中
それでも地球が回っている And Yet It Moves PC アクション 非対応 確定 900 円 発売中
僕は森世界の神になる I'm Gonna Be a God of the PC シミュレーション 非対応 確定 980 円 発売中
星空の中へ Inside a Star-filled Sky PC シューティング 非対応 確定 900 円 発売中
ポリノミアル The Polynomial PC シューティング 非対応 確定 980 円 発売中
ビープ BEEP PC アクション 非対応 確定 980 円 発売中
ルーム Lume PC アドベンチャー 非対応 確定 580 円 予定 2011年 8月 12日
パズルディメンション Puzzle Dimension PC パズル 非対応 確定 980 円 予定 2011年 8月 25日
アレス A.R.E.S. PC アクション 非対応 確定 980 円 予定 2011年 9月 15日
天空のメカニカ Celestial Mechanica PC アクション 非対応 確定 480 円 予定 2011年 9月 8日
ユーフロリア Eufloria PC シミュレーション 非対応 予定 1,400 円 予定 2011年 9月 16日

ＨＰＣテック 液冷ハードコアＰＣ
Liquid Cooled Hardcore
Computer PC

その他 その他（グッズ） PC 非対応 確定 　 個別見積 確定 2011年 7月 上旬

エルソード ELSWORD PC アクション 対応 確定 基本無料 円（アイテム課金) 配信中

テラ
TERA : The Exiled Realm of
Arborea

PC ロールプレイング 対応 確定 3,000 円/月
メニューによっ

て異なる
配信中

チョコットランド Chocoto land PC ロールプレイング 対応 確定 基本無料 円（アイテム課金) 配信中
ドラゴンネスト Dragon Nest PC ロールプレイング 対応 確定 基本無料 円（アイテム課金) 配信中

エムゲームジャパン KNIGHT ONLINE Xross KNIGHT ONLINE Xross PC ロールプレイング 対応 確定
アイテム

課金
ポイント

サービス
中

2008年 5月 8日

OPERATION7　RELOAD OPERATION7　RELOAD PC シューティング 対応 確定
アイテム

課金
ポイント

サービス
中

2008年 9月 下旬

ワンナップゲームズ

出展社名(Exhibitor )

ゲームPC＆ネットワークゲームコーナー
出展物名 プラットフォーム ジャンル 価格 発売日

アクティブゲーミング
メディア

NHN Japan

オンライン
対応

- 11 -



東京ゲームショウ2011出展予定タイトル(50音順） 2011/8/31

日本語 英語名または日本語タイトルのローマ字表記 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
出展社名(Exhibitor )

オンライン
対応
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Master of Monsters WEB Master of Monsters WEB PC ロールプレイング 対応 予定
アイテム

課金
ポイント 未定

雀新風戦 janshinpuusen PC その他(ジャンル) 対応 予定
アイテム

課金
ポイント 予定 2011年 夏 下旬

Alliance of Valiant Arms Alliance of Valiant Arms PC シューティング 対応 確定 無料 円 アイテム課金
サービス

中
2008年 12月 1日

Call of Duty 4 Call of Duty 4 PC シューティング 対応 確定 7,140 円 発売中 2007年 12月 27日

トイ・ウォーズ トイ・ウォーズ PC シューティング 対応 確定 無料 円 アイテム課金
サービス

中
2011年 3月 9日

A列車で行こう9 3Dプログラム A-Train9 3D Proglam PC シミュレーション 非対応 確定 1,050 円
本体（11,340円）

が必要
発売中 2010年 2月 11日

ウィッチャー2 王の暗殺者【完全日本語版】
THE WITCHER2 ASSASSINS
OF KINGS[Japanese]

PC ロールプレイング 非対応 確定 7,140 円 発売中 2011年 7月 28日

マウント&ブレード ファイア&ソード 【完全日
本語版】

Mount & Blade With Fire and
Sword[Japanese]

PC ロールプレイング 対応 確定 6,615 円 予定 2011年 9月 30日

ウォーハンマー40,000: スペースマリーン
Warhammer 40000: Space
Marine[Japanese]

PC シューティング 対応 予定 7,140 円 予定 2011年 10月 27日

日本語 英語名または日本語タイトルのローマ字表記 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
ゲームテック 和彩美新製品 なし その他 周辺機器 非対応 未定 予定 2011年 冬

TANOSeY研究所 カンタン３Dフィルター Easy 3D filter その他
TV,PC
ディスプレイ

その他（グッズ） ゲーム映像の３D化 　 確定 13,800 円 発売中 2011年 春 上旬

PSP TO HDMI CONVERTER BOX
[MG1000]

PSP TO HDMI CONVERTER
BOX [MG1000]

PSP 周辺機器 非対応 確定 12,800 円 発売中

Wii TO HDMI CONVERTER BOX[MG2000]
Wii TO HDMI CONVERTER
BOX[MG2000]

Wii 周辺機器 非対応 確定
オープン
プライス

円 発売中

日本語 英語名または日本語タイトルのローマ字表記 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
エインヘリアル
～ヴァイキングの血脈～

Einherjar :lineage of viking PC シミュレーション 対応 確定 基本無料 円（アイテム課金)
サービス

中
2010年 12月 3日

黄金航路 GoldenRoute PC iPadにも対応 シミュレーション 対応 確定 基本無料 円（アイテム課金)
サービス

中
2011年 8月 1日

式姫草子 Shikihime story PC シミュレーション 対応 予定 基本無料 円（アイテム課金) 予定 2011年 夏

CRI ADX2 CRI ADX2
Play Station

Vita（新）
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

非対応 　 お問合せ下さい 発売中

CRI ADX2 CRI ADX2
ニンテンドー

3DS(新)
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

非対応 　 お問合せ下さい 発売中

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

非対応 　 お問合せ下さい 発売中

CRI ADX2 CRI ADX2 PS3 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

非対応 　 お問合せ下さい 発売中

CRI ADX2 CRI ADX2 Xbox 360 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

非対応 　 お問合せ下さい 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

非対応 　 お問合せ下さい 発売中

CRI ADX2 CRI ADX2 PC 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

非対応 　 お問合せ下さい 発売中

CRI ADX2 CRI ADX2
スマートフォン

（Android）
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

非対応 　 お問合せ下さい 予定

CRI Sofdec2 CRI Sofdec2
Play Station

Vita（新）
開発ツール

高画質ムービー
再生

非対応 　 お問合せ下さい 発売中

CRI Sofdec2 CRI Sofdec2
ニンテンドー

3DS(新)
開発ツール

高画質ムービー
再生

非対応 　 お問合せ下さい 発売中

出展社名(Exhibitor )

ゲームデバイスコーナー

エムゲームジャパン

出展物名

ＣＲＩ・ミドルウェア

プラットフォーム ジャンル 価格 発売日

CyAC

サイバーフロント

オンライン
対応

オンライン
対応

ビジネスソリューションコーナー

発売日出展物名 プラットフォーム ジャンル 価格

ケイビーエムジェイ

マグレックス

出展社名(Exhibitor )
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日本語 英語名または日本語タイトルのローマ字表記 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
出展社名(Exhibitor )

オンライン
対応

出展物名 プラットフォーム ジャンル 価格 発売日

CRI Sofdec2 CRI Sofdec2 Wii 開発ツール
高画質ムービー
再生

非対応 　 お問合せ下さい 発売中

CRI Sofdec2 CRI Sofdec2 PS3 開発ツール
高画質ムービー
再生

非対応 　 お問合せ下さい 発売中

CRI Sofdec2 CRI Sofdec2 Xbox 360 開発ツール
高画質ムービー
再生

非対応 　 お問合せ下さい 発売中

CRI Sofdec2 CRI Sofdec2 PSP 開発ツール
高画質ムービー
再生

非対応 　 お問合せ下さい 発売中

CRI Sofdec2 CRI Sofdec2 PC 開発ツール
高画質ムービー
再生

非対応 　 お問合せ下さい 発売中

ジグ動 JIG-do
タブレット

（iPad/Androiｄ
/Windows7など）

開発ツール
動画パズル作成
技術

非対応 　 お問合せ下さい 発売中

ジグ動 JIG-do
スマートフォン

（iPhone）
開発ツール

動画パズル作成
技術

非対応 　 お問合せ下さい 発売中

フォントワークス フォントソリューション「LETS」 PC Windows,Mac 開発ツール
ゲーム開発用
フォント

非対応 未定 未定

IceBerg Blade Renderfarm PC その他（グッズ） 対応 未定 　 予定 2011年 6月 上旬
Zign Track 2 PC 開発ツール 対応 確定 　 配信中 2011年 春

日本語 英語名または日本語タイトルのローマ字表記 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
インターネット
イニシアティブ

IIJ GIOソーシャルアプリ
スタートアッププラン

なし その他 クラウド（IaaS） その他(ジャンル) クラウドサービス 対応 確定 4,000 円
最少スペックの

場合
発売中 2010年 6月 1日

プライベートクラウド　myDC
Private Cloud  Server Service
myDC

PC 開発ツール 対応 未定 未定

パブリッククラウド　Libra Public Cloud Server Service PC 開発ツール 対応 未定 未定

KVH IaaS KVH IaaS その他 その他(ジャンル)
ゲーム配信
インフラ

対応 確定 8,400 円/月 仮想サーバ
サービス

中
2010年 春 上旬

KVH CloudGalaxy KVH CloudGalaxy その他 その他(ジャンル)
ゲーム配信
インフラ

対応 確定 0 円/月
サービス

中
2011年 春 中旬

ライトスケール・ジャパン ライトスケール　マネージメントコンソール
RightScale Management
Console

PC
iPhone/Androidの
アプリあり

開発ツール 対応 確定
エディション

によって変更
円/月 発売中

ＣＲＩ・ミドルウェア

出展物名 プラットフォーム ジャンル 価格オンライン
対応

クラウド/データセンターパビリオン

MOTION TECHNOLOGIES,
Inc

発売日

エクシード

KVH

出展社名(Exhibitor )
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