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【一般展示コーナー】
アークシステムワークス

小間番号：2-C9

大人気シリーズ「ブレイブルー クロノファンタズマ」新作ほか、未発表作品を発表予定。また、当日アークシステムワークス
ブースにて試遊していただいたお客様にはオリジナルノベルティをプレゼントいたしますので皆様お誘い合わせの上、
弊社ブースへお越しください！
※ノベルティは数に限りがあります。予定数量が無くなり次第配布終了となりますので予めご了承ください。

アスキー・メディアワークス

小間番号：2-C11

最新ゲーム情報をお届けしているエンターテインメント誌「電撃PlayStation」の関連展示をはじめ、テレビアニメも好評放送中の
『恋と選挙とチョコレート』のPSP版と、乙女必見のPSP用タイトル『恋は校則に縛られない！』の試遊も実施。さらに恒例の
電撃特製冊子配布も行います。また、TGS出展メーカーをはじめとする、ゲームメーカー各社が出演するweb生放送もブースから
配信します。

AVATRIP

小間番号：2-C5

Avatrip.comでは、リモートインタラクティブシステムとガイドシステムを利用し、バーチャル旅行が体験できます。遠い国や
街へ出かけたり、ロッククライミングをしたり、ジャングルを探検したり―当社のシステムは、そんな体験をあなたの家の中で
可能にします。また、歩いて見るだけでなく、実際の町の写真を撮ることもできます。Avatrip.comをぜひ体験しにきてください。

Wizards of the Coast LLC

小間番号：2-C6

デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013でさらなる困難に挑め！会場を訪れて、大ヒット中のビデオゲーム・シリーズ
最新作『マジック： ザ・ギャザリングーデュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ』を体験しよう。発売ほやほやの
エクスパンション（新2色デッキ5種、新キャンペーン・レベル、5つの新しいチャレンジ）もいち早くプレイできますよ。

SMKT

小間番号：5-N17

グッズ、コスチュームに関してはお任せ下さい。コスチューム、ウィッグ、キャラクターグッズ、アクセサリー、マスクと、
クライアントのご要望に合わせ、企画～量産まで行います。コスチュームに関しては、オーダーメイドも承りますので
是非ご相談下さい。また、弊社は撮影などのプロデュースも行っております。作品を撮影したい方、コスチュームを着て
写真を撮りたい方、また、広告、雑誌の撮影などしたい方、是非お声をおかけ下さい。プロ集団がお手伝いいたします。
様々な展開をしておりますので是非ブースにお立ち寄りください。

エンターブレイン

小間番号：1-S1

東京ゲームショウのエンターブレインブースと言えば、"しなハウス"！ もちろん今年も、週刊ファミ通で連載中のマンガ
『いいでん！』の著者・みずしな孝之先生が、ゲストやクリエイターをお招きして楽しいトークをくり広げます。さらに、9月21日に
発売される『いいでん！』第1巻の発売を記念して、みずしな先生のサイン会も開催！
ほかにもさまざまなイベントが盛りだくさん！！

カプコン

小間番号：4-C1

東京ゲームショウ2012のカプコンブースでは、過去最大規模の広大なブース内にゲーム世界を再現し、全てのタイトルを
プレイアブル体験していただけます。全世界のハンター待望の続編「モンスターハンター4」をはじめ、3年ぶりのナンバリング
タイトル「バイオハザード6」、そして新機軸のハイスピードアクション「エクストルーパーズ」など、世界中のゲームファンを
魅了する豊富なラインアップで皆様のお越しをお待ちしております。

グリー

小間番号：5-S1

今年のテーマは“進化”。RPGやアクション、レーシング、シューティングなど、スマートフォンで遊べる30タイトル以上の
試遊コーナーを設置し、グリーの進化を体験できます。スマートフォンの普及に伴い、ゲームの高品質化、ジャンルの多様化
という点で、驚くべき速さで進化を遂げているソーシャルゲームを、その目で実感してみてください！ ブースにお越しいただいた
皆さまには、東京ゲームショウ限定のグリーグッズをプレゼント！

gloops

小間番号：6-C1

今、話題の「大戦乱！！三国志バトル」をはじめ、「大召喚！！マジゲート」、「大連携！！オーディンバトル」など
人気コンテンツが大集合！特別ゲストが登場する多彩なスペシャルステージや、会場限定オリジナルグッズがもらえる
楽しいイベントコーナーも盛りだくさん！さぁ、グループスブースで、とことん楽しもう！

ゲームサラダ

小間番号：2-C7

誰でも簡単にゲームが作れるゲーム作成ソフト「GameSalad」がついに日本上陸！ プログラミング知識がなくてもドロップ＆
ドラッグ操作で視覚的にゲームが作れる。作ったゲームはWEB上はもちろんのことAppStoreやAndroidマーケットにも配信
可能。東京ゲームショウではGameSaladのデモンストレーション、各種サービスをご案内いたします。
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交陣們/計測技術サービス/総合学園ヒューマンアカデミー

小間番号：2-C8

雷鳴ψ が更なる進化を遂げる。ブルース・リー創始リアルストリート・ジークンドー、北辰一刀流、二天一流のデモ・映像協力、
ソフト開発とブース設営は総合学園ヒューマンアカデミー、BGMには東京音楽大学作曲指揮専攻「映画・放送音楽コース」
「ポピュラー・インストゥルメンツコース」の学生コンペによる楽曲を提供！「X:Martial 交陣」作曲池ノ上覚皇氏、「雷鳴陣」
「渦雷 ～Cyclonic Thunder～」作曲加藤慶久氏、「FORCE RECON」「一領具足」作曲高島一航氏。

コーエーテクモゲームス

小間番号：2-N1

アクションマンガの最高峰「北斗の拳」と“一騎当千”の爽快感を誇る「無双」シリーズが再びコラボした「真・北斗無双」や、
7年ぶりのシリーズ最新作となる3D格闘「DEAD OR ALIVE5」をはじめ、コーエーテクモゲームスの最新作を展示。試遊すると
オリジナルグッズがもらえるほか、豪華プレゼントが抽選でゲットできるブース内キャンペーンも実施。

ＫＯＮＡＭＩ

小間番号：3-S1

25周年を迎えた「メタルギア」シリーズを中心とする家庭用ゲームソフトと、全登録者数2500万人を超えるソーシャルコンテンツ。
両方の事業領域で業界をリードするＫＯＮＡＭＩが、今秋から来年にかけて発売を予定している新作タイトルや未発表作品など、
バリエーション豊富なコンテンンツを一挙公開予定です。また、ソーシャルメディアを活用し、お客さまの体験やステージイベントの
楽しさなどを、世界中のゲームファンが共有できるような仕掛けも満載です。どうぞご期待ください。

Gクラスタ・グローバル／ブロードメディア

小間番号：4-N2

Gクラスタ・グローバルはクラウドゲーミング技術「G-cluster」を提供しております。「G-cluster」は、フランスの大手通信事業者
SFRに採用されている、高品質で安定性の高いソリューションです。ブースではクラウドゲーミングによる全く新しいゲーム体験が
できます。ぜひブースにお立ち寄りください！

ジニアス・ソノリティ

小間番号：5-N22

9月26日配信予定のニンテンドー3DS用ダウンロードソフト「電波人間のRPG2」をプレイアブル出展いたします。また、配信中の
「電波人間のRPG2体験版」をダウンロードしてお持ちいただきますと、ブース内で特別なキャラクターを入手することができます。
さらに、ゲームを体験してくれたお客様に特製グッズを数量限定で配布いたします。

しろくま

小間番号：5-N20

カードボードゲーム「英雄バトラーズ」の第2弾。前回のカードボードゲームにコレクション要素を盛り込み、コレクターズアイテム
としての完成度も高い作品となりました。また、KIDS達だけでなく、ご年配の方にもより楽しんでいただけるようになりました。
今回、GAME SHOW初出展でデジタル化のパートナーを幅広く募集いたします。KAOS氏が手掛けるカードボードゲーム
「英雄バトラーズ2」いよいよ登場です。

Scanavo Manufacturing Hong Kong Ltd.

小間番号：2-C4

ディスクと玩具を融合させたガジェットボックス。スチール製の革新的なデザインSteelBook/スチールブックを展示しております。
英語、中国語（広東語、北京語）、日本語での対応が可能です。是非お気軽に弊社ブースにお越しください。

スクウェア・エニックス

小間番号：5-N19

スクウェア・エニックスブースでは『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン』のステージや最新ゲームのプロモーション
映像を上映します。また、最新ゲーム情報を掲載した特製パンフレットも配布しますので、ぜひお立ち寄りください。

セガ

小間番号：3-C1

12月に発売予定の「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く5 夢、叶えし者』が初めてプレイアブルで出展！
話題作『ファンタシースターオンライン2』も体験プレイが可能です。そして、数々の新作ソーシャルコンテンツをお披露目。
さらに「セガスタジオ」からは最新タイトルの情報を随時お届けいたします。
セガブースのバラエティー豊かなラインアップに注目！

セクトインターナショナル

小間番号：5-N16

ゲーム専用のＰｌａｙｓｅａｔ（プレイシート）を展示しています。本格的なレースゲームを操るための本格的なシートの数々…
是非ゲームショウでＰｌａｙｓｅａｔ（プレイシート）に座って体感してほしいです。Ｐｌａｙｓｅａｔ（プレイシート）の色々なタイプのシートを
展示してあります。ご興味がある人は是非お立ち寄りください。

ソニー・コンピュータエンタテインメント

小間番号：4-S1

PlayStation®Vita、PlayStation®3、PSP®「プレイステーション・ポータブル」の未発売タイトル60タイトル以上を試遊展示。
また、ブース内に設置される大型モニターを使ったデモプレイステージを実施するなど、プレイステーション®ブースでは、
待望の新作タイトルの試遊や最新映像を余すことなくお楽しみいただけます。

2

東京ゲームショウ2012出展ブース内容一覧 （コーナー別/50音順）
2012/9/20

台湾ゲーム館

小間番号：3-N7

台湾のゲームメーカーは、日本を重要なターゲットの一つと位置づけています。今年は、モバイルアプリコーナーを設置。
より一層、バラエティー豊かなゲームを紹介します。
■共同出展社
・Art and Mobile Entertainment Co., Ltd.
・Chif International Corporation, LTD.
・Creativity In The Making, Ltd.
・Dept. of Multimedia and Game Science, Lunghwa University of Science and Technology
・Goldrock Inc.
・International Games System Co., Ltd.
・MOBAGEL INC.
・Splendor Game Technology Co., Ltd.
・X-LEGEND Entertainment Co., Ltd.
・XPEC Entertainment Inc.
・台湾貿易センター

中国浙江省パビリオン

小間番号：3-N2

中国浙江省からは、アニメーション制作会社、モバイル・ソーシャルゲームの開発会社など、世界展開している8社が
出展いたします。
■共同出展社
・ZHEJIANG TIME'S INTERNATIONAL EXHIBITION & SERVICE
・ArcSoft Hangzhou Co., Ltd.
・Hangzhou Fanfan Cartoon And Art Limited Company
・Hangzhou Joyport Technology Co.,Ltd.
・Hangzhou Wooduan Entertainment Co., Ltd.
・Hangzhou XuanJi Science & Technology Information Co., Ltd.
・Meisheng Cultural & Creative Corp., Ltd.
・Zhejiang Fan Tianyou Cultural and Creative Co.,Ltd.

中国パビリオン

小間番号：3-N1

中国パビリオンは中華人民共和国商務部のバックアップを得て、経済成長の著しい中国各地から20社以上が出展します。
中国国内のみならず、海外展開を狙う、勢いに満ちたモバイルゲーム、PCゲームなどのデベロッパー、3Dスタジオ、
アウトソーシングなど様々な企業が集まります。
■共同出展社
・Aurora Culture Communication Co., Ltd. Harbin
・Beijing Gamease Age Digital Technology Co., Ltd.
・Ganzhou Foraise Culture Communication Co., Ltd.
・Giant Interactive Group Inc.
・Hangzhou FanFan Comic Culture & Art Co., Ltd.
・Harbin Haixin Technology Co., Ltd.
・Harbin PingGo Digital Arts Co., Ltd.
・Harbin Yingli Technology Development Co., Ltd.
・Joyboat 6 Studios
・Live Chain Technologies Co.,Ltd.
・Nanjing Magic Cube Technology Co., Ltd.
・NetSdar(Taiyuan)Software Co.,Ltd.
・Pingxiang KaiTian Network Co., Ltd.
・Shanda Games Limited
・Shandong Miaodian Internet Culture Co.,Ltd.
・Shxi Bough Animation Company
・TaiYuan Temaru Electronics Technology Co., Ltd.
・Tenone Technology Co., Ltd.
・TopGame 3 Co., Ltd.
・Zhejiang Dishun Tech,Co., Ltd.

ディースリー・パブリッシャー

小間番号：2-C1

ディースリー・パブリッシャーのブースは、巨大な動く輸送船が目印。『地球防衛軍３ PORTABLE』の試遊台をペイルウイングの
恰好をしたコンパニオンがご案内いたします。そのほか、ＥＤＦ隊員によるショーやゲーム大会、『ドリームクラブ Complete
Edipyon！』の試遊台とホストガールが皆様のお越しをお待ちしております。
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電撃オンライン

小間番号：3-N20

ゲーム情報ならおまかせのWEBメディア「電撃オンライン」がTGSに登場です。全ハード・プラットフォームを網羅する
電撃オンラインによる濃密な特製冊子を配布いたします。

電撃PlayStation

小間番号：4-S2

最新ゲーム情報をお届けしているエンターテインメント誌「電撃PlayStation」が東京ゲームショウに登場です。
電撃PlayStation編集部が、最新ゲームタイトルを取り上げた特製冊子を配布いたします。

日経エンタテインメント！

小間番号：2-C2

エンタメ業界のトレンド情報誌、日経エンタテインメント！がTGS初出展！ 9月号で初登場となった「アニメ勝手に
応援プロジェクト」（AT-X ＆ 日経エンタテインメント！共同企画）のメンバー7人がブースにやってきて、ゲームに関する
アンケート調査を行います。そのアンケート結果は11月発売の誌面にて発表しますので、みなさんご協力ください！
詳しくは、http://ent.nikkeibp.co.jp/ent/AOP/まで。

ハピネット

小間番号：1-N7

レイ・アウト ゲームズが発売したPlayStation®Vita用アクセサリーを展示しております。スマートフォンケースNo.1(※)の
レイ・アウトが蓄積した技術、ノウハウをPlayStation®Vita用のアクセサリーにも転用。今までに無かった高品質なケースや
フィルムを手にとってその場で体験いただけます。また、今後発売を予定しているニンテンドー3DS LL用アクセサリーも
展示予定です。
※2011年BCNランキングを元にレイ・アウト社調べ

バンダイナムコゲームス

小間番号：1-C1

豊富なＩＰを幅広いプラットフォームで展開しているバンダイナムコゲームスを再認識していただき、多彩な楽しさや
賑やかさを演出することにより来場者様に楽しんでいただけるブース運営を実施いたします。また、充実したステージは、
”バンダイナムコライブTV”にて配信もいたします。世界展開しているタイトルや、人気シリーズタイトルまで、多種多様な
タイトルを出展いたいたします。

ビュージックス コーポレーション

小間番号：2-C10

ヘッドマウントディスプレイの『Wrap1200』を実機展示いたします。また、SteelSeries社製ゲーミングヘッドセットを
合わせて実機展示！ヘッドマウントディスプレイとゲーミングヘッドセットによる贅沢なゲーム空間をお楽しみください。
■共同出展社
・SteelSeries

ブシロード

小間番号：6-S1

「東京ゲームショウにプロレスのリングが？！」 ・・・ 特別試合を全日行います！
「新日本プロレスがネット対戦型プロレストレーディングカードゲームに？！」 ・・・ PRカードをプレゼントっ！
「トレーディングカードゲームのブシロードがスマホに参戦？！」 ・・・ あの人気タイトルをスマホでも♪
「カードファイト！！ヴァンガード もちろん対戦できます！」 ・・・ 遊び方教室もあります！

プロトタイプ

小間番号：4-N1

男性向け、女性向けを問わず、恋愛アドベンチャーゲームの最新作を展示。会場で初公開となる超新作も試遊できます。
また、会場でしか手に入らないステキかつレアなプレゼントもご用意していますので、ぜひお立ち寄りください！

ムナゾヲ

小間番号：5-N18

ジェット戦闘機からヘリコプターまで航空機操縦練習用パーソナルフライヤーAstroWingsシリーズの低価格Cuタイプ。
リビング・書斎やガレージなど室内で、WinPCやPS3プラットフォームの様々なフライトシミュレーションソフトウエアから訓練機を
選び、操縦訓練やドッグファイトを楽しめます。

メダロット社

小間番号：2-C3

ニンテンドー3DSソフト「メダロット7 カブトVer./クワガタVer.」の発売を記念した、メダロット一色のスペシャルブースです。
ソフト同梱の取り扱い説明書をご持参いただいた方には、TGS2012限定のARトレカパックをプレゼント。
また、等身大メダロットと写真が撮れる特設AR撮影コーナーをご用意しております。もちろん試遊もできますので、
メダロットファンの方も、そうではない方も是非お立ち寄りください。

モリゲームズ

小間番号：1-N8

ブースでは、モリゲームズオリジナルの任天堂ゲーム周辺アクセサリーを一堂に集め展示しております。
また、新製品・企画中アイテムもリリース予定です。ぜひ足を運んでご覧ください！
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レベルファイブ

小間番号：2-S1

期待の完全新作『ファンタジーライフ』を中心に、大注目のコラボ作品『レイトン教授VS逆転裁判』、待望のシリーズ最新作となる
『レイトン教授と超文明Aの遺産』や『イナズマイレブンGO2 クロノ・ストーン ネップウ／ライメイ』『ダンボール戦機Ｗ』など、
大人気シリーズの最新タイトルを試遊＆映像出展。『レイトンブラザーズ・ミステリールーム』をはじめ、モバイルゲームの
コーナーもありますので、ぜひお楽しみください。

【 スマートフォンゲームコーナー/ソーシャルゲームコーナー 】
ウィアー・エンジニアリング

小間番号：5-N11

空いた時間でちょっと遊べる、Mr.ウィルのゲームシリーズを出展。カードゲームやアクションゲームの世界でMr.ウィルが大活躍。
また、カーレーシングゲームの試遊参加者には、先着で記念品を贈呈。近年では、画像認識を活用したソーシャルゲームの
開発も予定しています。
■共同出展社
・HAYABUSA

WeMade Entertainment Co., Ltd.

小間番号：5-C1

スマートフォン・タブレット向け新作ゲーム6種「ぽけぺっと王国」「ロリポップ☆あいらんど」「HERO SQUARE ～天空物語～」
「カントリータウン」「カフェ de コレクション」「世界初公開タイトル(TGSにて名称公開)」の展示と、それぞれiPad/Androidによる
試遊コーナーを設置。オリジナルノベルティがもらえるスタンプラリーや、参加型ステージイベントなど内容盛りだくさん！
スペシャルゲストも登場するかも?！

エイタロウソフト

小間番号：5-N4

『GALAXY FRONTIER | ギャラクシーフロンティア』、『THE RING OF THE DRAGON』、『BRAVE ONLINE』、『LASPRE | ラスプレ』、
『山手男子』などなど、エイタロウソフトの技術的なバックグラウンドを十分に発揮した、世界的にも高評価をいただいている
オリジナルタイトルの展示をいたします。

SK planet Co., Ltd.

小間番号：5-N15

「SKプラネット」は、韓国最大の携帯電話会社「SKテレコム」の新規事業部門（プラットフォーム事業を展開）を分社化し、
2011年10月に設立された新事業会社です。プラットフォームビジネスにおいて、新たな価値を創造し、グローバルで
高い競争力を確保します。「Tstore」は、1600万以上のユーザーと20万のアプリ数を誇る韓国最大のAndroidアプリストアで、
日本、台湾、中国を手始めとしてグローバル市場に拡大しています。

EverdreamSoft

小間番号：5-C3

Moongaは、iPhone、iPad、AndroidやFacebookのためだけに作られた最初のオンライントレーディングカードゲームです。
世界中のアーティストによって描かれた美しいイラストのカードからオリジナルのデッキを作って、世界中のプレイヤーと
バトルしましょう。Moongaは、可能性は無限ですが、チャンスは限られていることを念頭におきながら、スキルと洞察力を
もってプレイすることが必要です。ブースを訪問すると、Moongaの世界を発見することができるでしょう。

クエリーアイ

小間番号：5-N9

スマートフォン・アプリのマーケティング分析用データベース＆ツール「QuerySeeker」を展示します。リアルタイムに世界７カ国の
アプリランキング、メディア掲載、Twitterクチコミ状況を把握できるシステムを会場でお試しいただけます。自社アプリだけでなく
他社アプリの動向も過去に遡って知ることができます。これらのデータを活用してアプリの新企画や販促計画を立てることが
できます。

芸者東京エンターテインメント

小間番号：5-N8

芸者東京は毎日、芸者の派遣をすることもなく、東京スカイツリーにのぼることもなく、まじめにゲームを作ってます。
ゲームの気持ちよさ、みんなに届くといいな。

コロプラ

小間番号：5-N14

『秘宝探偵』や『プロ野球PRIDE』など、Google Play Storeで話題のゲームを提供するコロプラが、TOKYO GAME SHOWに
初出展！！ 『秘宝探偵』、『プロ野球PRIDE』はもちろん、迫力の恐竜バトルを体験できる『恐竜ドミニオン』やクマの
キャラクターでおなじみの『Kuma the Bear』の新作タイトルなど、楽しいゲームを盛りだくさんで紹介します。
あのクマも遊びに来るかも！？
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サーチフィールド

小間番号：5-N10

【ギクタス（＋GEEK）】
ソーシャルアプリの制作実績100タイトル以上！！ イラスト・漫画に特化した制作代理店業務
【汐留ラブ ON AIR】
スポーツ選手とスポーツキャスターの“よくある”恋の話！？
恋愛シミュレーションゲーム (フィーチャーフォン及びスマートフォン対応)
【FAAVO（ファーボ）】
地元応援クラウドファンディング

在日フランス大使館 企業振興部-ユビフランス

小間番号：5-N21

フランス企業および製品の日本へのプロモーションをサポートしております。日仏ゲームビジネスの振興を目的とし、
フランスのゲームやゲーム関連技術、サービスをご紹介します。
■共同出展社
・Artworks Games
・Bulkypix
・DotEmu
・Gemalto
・Le Cortex

GMOインターネット

小間番号：5-C5

ソーシャルゲーム専用のサーバーサービス「GMOアプリクラウド」が、前年よりもスケールを拡大して TOKYO GAME SHOW に
出展いたします。今年の企画は、GMOアプリクラウド公式キャラクターを「痛車」というフォーマットで初披露いたします。
選りすぐりのコンパニオンが痛車に華を添えてお待ちしております。ソーシャルゲームのレアカードがGETできるトレカも
配布中です。是非ブースまでお立ち寄りください。

JSC GAMES Co.,Ltd.

小間番号：5-N5

JSC Gamesは韓国・ソウルの3Dゲームグラフィックのアウトソーシングスタジオです。当社は3Dモデリング、テクスチャリング、
キャラクターのリギング、CG制作および、モバイルゲームの開発も行っております。当社はクオリティの高いサービスを
アジア地域を中心に提供してまいりました。今後はさらに、世界中に存在感をアピールしていきたいと考えております。

シンテック

小間番号：5-N6

Androidスマートフォン専用ゲームコントローラー、SMACON（スマコン）。2012年4月発売後、多くのスマホゲーマーから
ご好評をいただいています。専用クリップにセットするだけでスマホがゲームポータブル機に早変わり！
GAMELOFT社のゲーム「リアルサッカー2012」や「レッツ！ゴルフ2」をはじめ、100種類以上のアプリに対応。
Bluetooth対応でコードを気にせず、これまで指に隠れていたゲームアプリ画面を隅々まで遊び尽くすガジェットです。

TEAM ACTION ZONE

小間番号：5-C6

TEAM ACTION ZONEはムーミンを登用したモバイルゲーム「The Moomin Party」を出展します。The Moomin Partyは
雨の日にはゆっくりと室内で、天気の良い日には外へ出て屋外モードで、GPS機能により走ったり身体を動かしたりしながら、
どこでもゲームをお楽しみいただけます。プレーヤーはムーミン谷の仲間とともに、様々なチャレンジを乗り越えていきます。
現在は18ゲーム、2パックですが、次のパックも準備中です。

電撃G'sコミック

小間番号：5-N1

2012年10月に創刊される、無料の月刊デジタルコミック誌「電撃G'sコミック」のプロモーションを行います。
ブースに設置された端末を使い、実際に「電撃G'sコミック」を読むことが可能です。本誌に掲載されるコミック作品の
紹介なども予定しています。

トライスター

小間番号：5-C4

本ブースでは、GREEで好評リリース中のスマートフォン向けオリジナルタイトル「Grand Union」を展示いたします。
また、来場いただいたお客様に藤真拓哉先生描き下ろしのスペシャルキャラクターコード付カードと東京ゲームショウ
開催期間中、新規登録・既存のユーザー様を対象にイラストブック配布を予定しております。
ご来場を心よりお待ちいたしております。※配布物は先着順になりますので無くなり次第配布終了となります。

ハートビット

小間番号：5-C7

Android用ホームアプリ「スマホ☆チェンジ」や自社で開発したウィジェット、ライブ壁紙の紹介の他、人気の有名キャラクターを
一堂に集め、Andoridコンテンツを配信するAndroid向けサイト「スマ☆キャラ」や、企画・制作まで全て自社で行ったオリジナル
アニメ作品「シロクロ森」「The Little Heroes」オリジナルキャラクター「フランチェスカ」の展示。
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ハッピーミール/ワンナップゲームズ

小間番号：5-N7

「スマートフォンアプリを親子で楽しむ」をテーマにスマートフォン、タブレット向けゲームや電子絵本アプリ多数を出展！
出展のメインは誤操作を防ぎ、子供に思う存分アプリを遊ばせることができる便利ツール『あんしんキッズロック』。
その他、「ハートフレーバー」、「ラブリーシープ」の人気シリーズアプリもプレイできます。

B-WOODS

小間番号：5-C2

乙女・恋愛シミュレーションゲームシステム展示／乙女・恋愛シミュレーションゲームの開発、運営、コンサルティングまで
一貫してご案内！
ソーシャルゲーム向けからiPhone&Android向けアプリまで多数のプラットフォームに対応したゲーム展開が可能！
乙女・恋愛シミュレーションゲーム体験ブース／実際に制作を行ったソーシャルゲームやiPhone&Androidアプリなども
多数展示！
その他／クリエイター陣のイラスト展示なども公開中。

Video Game Chile

小間番号：5-N13

当協会は、政府、大学、メディアやその他団体と協力し、チリ国内のゲーム企業の成長をサポートしている非営利団体です。
主なミッションはチリゲーム産業のPR、企業間の交流促進、政府や研究機関などへの政策提言、著作権の保護、研究支援、
投資促進などです。
■共同出展社
・AmnesiaGames Ltda.
・IguanaBee SpA.
・PowerUp Music / Ronny Antares Gomez Espejo.
・TRUTRUKA Ltda. / Desarrollo y Venta de Software Rodriguez Lazo y Cia. Ltda.

フジテレビジョン

小間番号：5-N12

皆さんおなじみの「フジテレビ」が制作しているソーシャルゲームを紹介しています。……それだけで、興味が湧きませんか?
フジテレビならではのバラエティに富んだ、楽しいゲームたちを、本イベントでは一部、展示、試遊いただけます！
是非、フジテレビブースまでお越しください！

北海道パビリオン

小間番号：5-C8

北海道の企業が有するゲームやアプリ、モバイルコンテンツなどの展示に加え、ゲーム業界の未来を担う
北海道情報大学の学生たちが日頃の成果を披露。また、札幌市の企業誘致制度のご紹介など、魅力あふれる
北海道の、産学官連携の共同出展ブースです。
■共同出展社
・アジェンダ
・クリプトン・フューチャー・メディア
・ザイザックス
・ジースタイル
・データハウスビーグル
・ハートビット
・ハ・ン・ド
・メディア・マジック
・北海道情報大学
・北海道
・札幌市
・北海道IT推進協会
・北海道モバイルコンテンツ推進協議会(HMCC)

モーク・ワン

小間番号：5-N3

NenetのiPhone,iPad向け新作オリジナルタイトル、弾幕3Dシューティング『VECTROS(ベクトロス)』のハイスコアチャレンジと
『ホットリバーシ』の勝ち抜き対局を行います！ 奮ってご参加ください！

ユーマインド

小間番号：5-N2

その一目惚れは両想いかも？ の「ヒトメボ 一目惚れスイッチ」は、一目惚れした相手と両想いかどうかがわかるiOS/Android
アプリケーションです。●50万人が利用中！（2012/7） ●App Store総合2位（2012/4） ●テレビでも多数紹介(ストライクTVほか)
東京ゲームショウで「両想い」になったらいいことがあるかも？ 詳しくはブースまで！ ぜひお越しください。
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【 ゲームデバイスコーナー 】
アバーメディア・テクノロジーズ

小間番号：1-N5

弊社は台湾の会社で、日本に進出してまだ間もないので、TGSでは１人でも多くの方に弊社の名前を知っていただきたいと
思っております。ブースでは製品の使い方をわかりやすく説明するセミナーや、世界でも有名なプロゲーマーと対戦できる
イベントなどを開催予定です。また、自由に製品を使って遊べる体験コーナーも設置します。物販コーナーでは、製品を
お買い上げいただいたお客様に抽選を実施。1等はなんと1円で製品が買えちゃいます！ 是非お越しください。

アンサー

小間番号：1-N1

マリン＆パイレーツをテーマに色とりどりのゲームパーツを展開予定。3DSやVita用のポーチや本体カバーなどがマリン柄に、
ブースも船上をイメージに楽しさ溢れる展開を予定しております。一般公開日には1日2回、マジシャンによるマジックショーを
予定しております。

エヌケー貿易

小間番号：1-N2

アメリカゲームアクセサリーメーカーnyko社の新作及び人気ゲームアクセサリーの展示と実機の試遊。レバーレスファイティング
コントローラーhitBOXの開発者による実演と実機の試遊。イギリスゲームアクセサリーメーカーgioteck社の人気ゲーム
アクセサリーの展示。韓国ゲームアクセサリーメーカーキョムンエンターテイメント社の新作及び人気ゲームアクセサリーの展示。
■共同出展社
・gioteck
・hitBOX
・HYPERKIN
・NYKO Technologies,Inc.

Turtle Beach

小間番号：1-N6

PlayStation、Xbox、PC各プラットフォームに合わせて製品をデザインすることにより、高品質で親和性も高い製品を
提供しています。勝つことが要求されるプロゲーマーや、ワンランク上のゲーム体験を求めるコアなゲーマーから、
オンラインFPS初心者の方まで幅広くお勧めできるゲーミングヘッドセットをご紹介いたします。

マッドキャッツ

小間番号：1-N9

マッドキャッツの静音タイプのアーケードコントローラー"バーサスシリーズSH"および「鉄拳タッグトーナメント2」用アーケード
コントローラー新製品の試用ができるデモ機展示が全ての日程で行われます。また、一般公開日の9月22〜23日には、
Team Mad Catz所属プロゲーマー「ウメハラ」、「ときど」、「マゴ」によるゲームテクニック指導、組み手、フォトセッション
などを予定しています。

RAZER USA LTD.

小間番号：1-N4

Razer社では、Razer アーケードスティックのデモンストレーション、プロのプレイヤーとのゲームマッチイベント、
DJやコンパニオンによるパフォーマンスを行います。

ロッソモデロ

小間番号：1-N3

レースゲームを快適に！ ハンドルコントローラーをがっちり固定できるシート付ベースキット GTDシミュレーターを
展示します。デモ機は2台用意しますので試乗できます。当日のデモソフトはPS3 グランツーリスモ5になります。
ハンコンは2種類用意しますのでお好きな方でご試乗ください！

【 ファミリーコーナー 】
アルケミスト

小間番号：8-N1

No.1少女マンガ誌「ちゃお」にて大人気連載中の『ちび☆デビ！』がニンテンドー3DS専用ソフトとして登場！
発売間近に迫った『ちび☆デビ！』を体験しちゃおう♪ あの大人気シリーズのモデションに、待望の新作が
ニンテンドー3DSで登場！！『nicola監修 モデル☆おしゃれオーディションプラチナ』をいち早く体験しちゃおう♪

カプコン

小間番号：8-C5

『モンスターハンター』シリーズでおなじみの“アイルー”が今度はパズルに挑戦！！ 誰でも気軽に楽しめるパズルゲーム
「アイルーでパズルー」をファミリーコーナーで目いっぱい楽しんじゃおう！ とってもかわいいアイルーも遊びにくるよ♪
さらに、豪華賞品が当たるスペシャルステージも一日一回実施！ステージに参加してレアグッズをゲットしよう！
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KONAMI

小間番号：8-C3

世界で一枚、自分だけのカードを作って育てることができる「モンスター烈伝 オレカバトル」を出展！ 会場で「ダンテ」と
名の付くカードをスキャンすると、限定の超強力なボスドラゴン「ダンテズ・レッドドラゴン」が降臨。勝利してこのレアカードを
手に入れよう。チームを鍛えて挑戦だ！ 初心者でも安心してプレイできる体験コーナーや楽しいステージもあるので、友達を
誘って遊びにいこう！

スクウェア・エニックス

小間番号：8-N3

スクウェア・エニックスのファミリーコーナーブースではカードバトルが熱い！「超速変形ジャイロゼッター」が登場！
フリープレーで遊べるだけでなく、カードも一枚もらえるぞ！ また、「ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D」や
「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」も遊べるぞ！

セガ

小間番号：8-C2

好評発売中のニンテンドー3DS用ソフト『リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産』がプレイアブルで出展！ バラエティに富んだ
リズムゲームやアニメーションが美しいストーリーの一部をお楽しみいただけます。「タッチ」「ジャイロ」「スライド」など
ニンテンドー3DSの機能をフルに活用して、主人公「怪盗R」と共にフランス・パリで起こる様々な謎を「リズム」で紐解け！
(ベスト版は11月22日に税込2,940円で発売予定)

ハッピーミール/ワンナップゲームズ

小間番号：8-C4

「ハートフレーバー」、「ラブリーシープ」など、人気のスマートフォン、タブレット向けアプリシリーズを体験プレイできます。
また、ＴＧＳでお馴染みのウサギキャラ「バニラ」のステージイベントを開催します！みんなで参加しよう！
・第1回 9/22（土）15：10～
・第2回 9/23（日）11：30～
※｢バニラ」はイベント以外にもブースにやってきます。

バンダイナムコゲームス

小間番号：8-N4

「太鼓の達人」・「たまごっち」・「スマイルプリキュア」・「NARUTO-ナルト-」・「ゴーバスターズ」や「仮面ライダー」など、
皆様にお馴染みの多種多様なタイトルを出展します。また、ステージイベントも実施します。

ブシロード

小間番号：8-N2

「カードファイト！！ヴァンガード」を楽しめるブースをご用意します！ 遊び方教室に参加してヴァンガードを始めてみませんか？
親子でご参加大歓迎です！ 遊び方を覚えて親子でカードファイト！！しましょう！ また、小さなお子さんでも楽しめるお楽しみ
コーナーを予定しています。ファミリーコーナーにお越しの際はお気軽にご参加ください！

レベルファイブ

小間番号：8-C1

大人気の『イナズマイレブン ストライカーズ』シリーズ最新作が大幅にパワーアップして登場！ レベルファイブブースでは、
12月20日(木)に発売となる『イナズマイレブンGO ストライカーズ 2013』を遊ぶことができます。『イナズマイレブンGO2 クロノ・
ストーン ネップウ／ライメイ』に登場する新しいキャラクターで家族や友だちと対戦をお楽しみください。
更に、「イナズマイレブン」シリーズの最新映像もご覧いただけます。

【 PCゲームコーナー 】
XNT LIMITED

小間番号：4-N3

XNT Limitedは香港で受賞歴のあるゲームスタジオです。当社のゲームは教育や文化遺産の保存、地球環境保全の
メッセージを伝えながら、プレイヤーに楽しさと幸せを多くもたらします。 "Make ECO Smile"というスローガンを実感して
もらえるように当社のゲームを是非お試しください。
大注目の最新ゲームはLion Dance Jr、Carbon Raider、Feed4Life Taiyaki-Kun、You Dumb I Dump 2などです。

CyAC

小間番号：4-N4

アジア地域の№１を決める大会「Asia e-Sports Cup」を開催。その他、国内大会として、e-Sports日本選手権や、
来場者が直接試遊PCに触れ、ゲームを体験できるコーナーもあります。

【 ゲームスクールコーナー 】
アーツカレッジヨコハマ

小間番号：6-N25

『進化する専門学校』である本校の特長は、1年次にプログラム、グラフィックデザイン、企画、サウンドといったゲーム作りに
必要な工程を基礎からすべて学習します。そして、2年次から各自の適性を考慮し、各コースの専門の学習をするので、
誰もが得意分野を活かしたゲームが作れるようになります。今年も、ゲーム開発現場で活躍していた先生に鍛え上げられた
学生の『遊び・楽しさ』にこだわったゲームをプレイしに来てください。
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麻生情報ビジネス専門学校

小間番号：6-N17

本校は3つの都市に12校の専門学校を擁する西日本随一の総合専門学校グループです。東京ゲームショウには麻生情報
ビジネス専門学校のゲームクリエータ科、ゲームクリエータ専攻科の学生が作成したゲーム作品を出展しています。
出展10年目の今年は3ヵ月という短い期間で作成してきた作品のうち、学内コンテストを勝ち抜いたゲームを展示しています。
ぜひ本校ブースに来て学生のアイデアあふれる作品に触れてください。

穴吹学園 穴吹カレッジグループ

小間番号：6-N21

ゲームショウ出展6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。

ＥＣＣコンピュータ専門学校

小間番号：6-N7

ゲーム企画・CG・プログラム分野で毎年多くの学生をゲーム業界へ送り出している大阪府認可の専修学校。
「専門力」「人間力」、そして「国際力」の教育にも取り組み、グローバルに活躍できる人材を育成します。

大阪総合デザイン専門学校 研究科コンテンツラボ

小間番号：6-N1

GAME/APPLI CHARACTER SHOWCASE
ゲーム アプリ キャラクター・ショウケース
私たちが取り組む「コミックアート」は、キャラクターデザインとともに、その世界観や属性の演出までを一つのイラストで表現しきる
手法です。このたび初めて出展させていただきますTGS2012では、ゲームやスマートフォンアプリなどにも活用可能なコミック
アートをベースとしたゲームカテゴリー別の多様なキャラクターデザインのプレゼンテーションをさせていただきます。

大阪電気通信大学 デジタルゲーム学科

小間番号：6-N19

『遊び』のデジタルコンテンツを教育研究！ ゲーム制作におけるテクノロジーとアートを総合的に学ぶ「大阪電気通信大学
デジタルゲーム学科」の学生選抜作品を展示しています。TGSへの連続出展6回目を迎える本年は、ゲーム作品として結実した
次世代エンタテインメント・ビジネスの担い手となる学生たちの成果に加え、大阪電気通信大学高等学校の生徒による作品も
併せて展示します。ぜひご高覧ください。

太田情報商科専門学校

小間番号：6-N20

本校のゲームクリエイタ学科では、自ら企画したゲームの制作を行っています。ブース内ではゲーム作品の試遊台を
設置します。他にもCG業界、アニメ業界への就職を目指すコースの学生が作成した3D・2Dの動画上映と静止画展示も
行います。本校には学生が24時間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
力作を展示しますので、ぜひご覧ください。

カーネギーメロン大学 エンターテイメントテクノロジー・センター

小間番号：6-N10

当センターはカーネギーメロン大学コンピュータサイエンス学部と芸術学部により共同で設立されました。
世界で唯一エンターテイメント・テクノロジーの修士学位を授与する大学院です。企業と共同でゲームソフトやロボットなど
エンターテイメントの技術開発を行い、ハードとソフトを融合した研究と人材育成に取り組んでいます。ブースでは大学案内や
入学案内を行っています。またスポンサーになっていただける企業、団体を随時募集しております。

神奈川工科大学

小間番号：6-N14

神奈川工科大学では、前年度の妊婦体験システムに引き続き体感型シリアスゲームの展示を行います。今年度のテーマは
「偏食矯正」。食べ物の好き嫌いを解決するシリアスゲームの展示を行います。ユーザは、飲食物を食べ、咀嚼し、笑顔に
なることでモンスターを撃退することができます。また、学科設立時より特訓型授業としてゲームクリエイター特訓を実施して
きています。本特訓で制作した学生作品の展示も行います。

神戸電子専門学校

小間番号：6-N26

当校は、プログラマー、グラフィックデザイナー、サウンドクリエイターなど専門分野に特化した教育から即戦力となる人材を
毎年多数輩出。創立54年の歴史があり、ゲーム業界との強固な連携で”業界の最前線”を経験できるチャンスが多数あります。
教育理念は「人間力と品位を有する専門職業人の育成」。生涯にわたって”使えるチカラ”を身につけています。ブースでは
試遊可能な学生作品を展示しています。

尚美学園大学

小間番号：6-N4

音響、映像、CG・美術、情報・ゲーム、ウェブ応用という5つのフィールドを横断的に組み合わせて自由に学べる
”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る尚美学園大学。当日は学生たちが制作した
『日本ゲーム大賞』を受賞した作品の試遊をはじめ、学生によるCGやアート作品、コンピュータビジョンを応用した
作品などを紹介するコーナーが並びます。

専門学校 九州デザイナー学院

小間番号：6-N22

九州デザイナー学院、ゲームクリエイター学科の学生制作のイラスト、ムービーなどの作品の展示。
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専門学校 東京デザイナー学院

小間番号：6-N30

専門学校 東京デザイナー学院は、東京都の御茶ノ水に位置する総合デザイン専門学校です。当校ブースでは、
ゲームクリエイター科学生が制作したイラストや映像作品のほか、産学協同作品の紹介をします。また、昨年に引き続き、
学科内でゲーム制作チームを結成。当日はオリジナルゲームの出展や試遊も予定しています。システムだけでなく
グラフィックにも特化した、デザイン学校ならではのハイクオリティな作品の数々をご堪能ください。

専門学校 東京ネットウエイブ

小間番号：6-N27

3つの学生作品を展示しています。
1． ゲーム科を中心に他学科ともコラボして創ったゲーム作品！
発案、プレゼンからチームでの話し合い。２年間の総まとめとして制作中です。
2． 高校生が作ったオリジナル作品！
高校生がゲーム創りを学んでいます。大変だけど大好きなゲームだから頑張れます。
3． Unityでゲーム開発！
話題のUnityを学びたくて有志が集まり、４月から夏休みまでゲーム開発をしました。

専門学校 ビーマックス

小間番号：6-N2

ＩＴスペシャリスト学科の学科紹介、『学ぶ→作る→確認する』の一環として制作された学生作品（卒業制作、自主制作作品）の
デモ映像上映を行います。

総合学園ヒューマンアカデミー

小間番号：6-N12

業界との連携、第一線で活躍する現役プロ講師陣の指導のもと、即戦力となる人材を数多く輩出している教育機関です。
本学園では、学校紹介や学生が制作したゲームの試遊台（Windows対応）やイラスト作品などの展示を実施します。
さらに、アンケートに答えると、抽選で豪華プレゼントが当たる“大抽選会”を開催！
厳選したゲームを出展していますので、ぜひ遊びにきてください。

宝塚大学

小間番号：6-N11

iPhone,Androidアプリ、カードゲームとゲーム業界を網羅した学生作品が集まります。国内最大級40点を超える最先端表現、
ゲーム作品を実際に体験してください。宝塚大学は本校宝塚市の他に、大阪梅田、東京新宿に在し、東京メディア・
コンテンツ学部のある新宿キャンパスは「新宿」駅から徒歩約5分。大学周辺はメディア・コンテンツ関連の多く、企業の来校も
盛んで、業界の第一線で活躍するクリエイターから日常的に指導が受けられます。

東京コミュニケーションアート専門学校（滋慶学園COMグループ）

小間番号：6-N29

現役クリエイターによる授業や、商品化を視野に入れた企業とのコラボ作品制作など、3年制と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」専門学校グループです。
今回のブースでは、ゲーム制作企業と行ったプロジェクトで、実際にゲーム中で使用されているカードイラスト作品やプログラム
作品を中心に展示しています。

東京実業高等学校

小間番号：6-N6

本校は東日本エリアで唯一、ゲームプログラマーとしての一歩を踏み出せるカリキュラムを組んだコースを設けている高校です。
1年次よりプログラミングの基礎を学び、発想力・表現力・コミュニケーション能力を高めながら、3年次でオリジナルゲームの
制作を目標とします。ハードウェア分野の授業も充実させ、情報技術者の道も視野に入れながら学習し、卒業後は理系大学
進学を目指します。

東京デザインテクノロジーセンター専門学校（滋慶学園COMグループ）

小間番号：6-N13

TECH.C.は、「産学協同教育システム」のもと、ゲーム業界と共に業界に必要なクリエイティブなエンジニアを育成する学校です。
企業課題・企業プロジェクトに取り組むことで実践力を身につけ、「売れるゲーム」を作るクリエイターを目指します。
今回はPCゲーム・Androidアプリ・iPhone/iPadアプリ・Kinectゲームなどの学生作品などを展示します。
是非、展示ブースにお立ち寄りください。

東北電子専門学校

小間番号：6-N15

夢の実現を最高の設備で優秀なクリエイターを育てる。ゲームや音楽、映像など、２４もの学科を有する専門学校。
充実した設備設備と産学協同の技術教育。そしてゲーム業界の現役プロが教える現場に即したリアルな授業により、
即戦力となる人材を育成している。今回の出展では、ゲームクリエーター科、ゲームエンジニア科、デジタルミュージック科など、
複数の学科の学生がコラボレートしたオリジナルゲームが楽しめる。

トライデントコンピュータ専門学校

小間番号：6-N9

河合塾グループが運営する名古屋の専門学校で、東海地方最初のCESA会員校です。”本物のチカラ”をキーワードにした
カリキュラムで、毎年多くの学生をゲーム業界へ輩出しております。今回の展示では、日本ゲーム大賞2011アマチュア部門
「大賞」受賞作品、イマジンカップ2012ゲームデザイン部門世界トップ5の作品を含むゲーム作品の展示・試遊と、
3DCGムービーの上映を行います。是非、学生の力作をご覧ください。
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名古屋工学院専門学校

小間番号：6-N3

名古屋工学院専門学校はゲームや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などに登録していく予定です。名古屋工学院専門学校は60年の歴史を
持ち２２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。

新潟高度情報専門学校

小間番号：6-N5

今年も学生が制作した個性豊かなWindows用ゲーム作品を出展します。宇宙空間を舞台に作戦を遂行するRTS「判断は各自に
任せる！！」。海底資源を回収するパズルゲーム「メかにズム」。あのデジタル戦士サンジゲンのスピンオフ作品「デジタル戦士
サンジゲンショー」。クリアされたゲームをリセットする謎の男を描いた作品「コントラクター・ジェラルド」。
学生ならではの自由な発想のゲーム作品をぜひお楽しみください。

新潟総合学院 新潟コンピュータ専門学校／WiZ 専門学校 国際情報工科大学校

小間番号：6-N16

■新潟総合学院 新潟コンピュータ専門学校
新潟から14年連続ゲーム作品を出展している本校は、ゲーム・プログラマー・IT・CG・Web・映像などが学べる7学科を有し、
ゲーム業界をはじめ専門職での就職に強い学校です。
■WiZ 専門学校 国際情報工科大学校
国際情報工科大学校は福島県で数少ないCESA会員のゲームスクールです。今年もブースには学生作品を展示して
おりますので是非お立ち寄りください。

日本工学院／東京工科大学

小間番号：6-N8

日本工学院クリエイターズカレッジおよび東京工科大学メディア学部の学生制作のゲームの展示・試遊。PC、スマートフォン、
Ｎｉｎｔｅｎｄｏ ＤＳ、ＰＳ Ｖｉｔａなど多彩なプラットフォームのラインナップ。アニメ・CGなど映像作品の上映。ブース全体を学生の
作品が彩ります。弓矢を使ったプレゼント付のゲームアトラクションも実施します。

日本電子専門学校

小間番号：6-N23

日本電子専門学校ゲーム分野の学生が制作した作品の中から、校内コンペを通過した選りすぐりの作品を展示いたします。
16回連続での出展に際し、毎年現役学生の作品を展示することにこだわってまいりました。ゼロから作り上げた学生達が直接
ご案内いたします。たくさんの皆様からいただいたアドバイスが、未来のクリエイターを育てます。ぜひお立ち寄りください！

沼津情報・ビジネス専門学校

小間番号：6-N18

沼津情報・ビジネス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、ブースには在校生や
卒業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。

東日本デザイン＆コンピュータ専門学校

小間番号：6-N28

群馬県前橋にあるゲーム、映画、映像関連のCGデザイナーとしての就職に強い養成校。現場で通じる知識と表現力が身に付く、
密度の濃いカリキュラムは業界からの評価も高い。今年のブースでは、CG作品や3D立体映像のほか先端的なデバイスを
活用した映像作品を体験できる。また、産学協同で制作した作品や各種賞の受賞作品を多数展示上映予定。
当日ご来場のお客様にはプレゼントを用意。

横浜デジタルアーツ専門学校

小間番号：6-N24

新横浜にある横浜デジタルアーツ専門学校は、ゲームをはじめ、CG、Web、ミュージック、グラフィックデザインなどの多くの
分野でデジタルデザインのスキルを身につけることができる学校です。今年のゲームショウでも、昨年に引き続きモバイル
ゲームを中心とした作品を展示します。2年生作品と3年生作品の中から選抜した作品を展示しますので、ぜひご期待ください。

【 ビジネスソリューションコーナー 】
アーキテクト

小間番号：4-N25

小型簡易脳波測定機を利用した各種iOSアプリケーションの開発、および当該アプリを利用したプロモーション企画のご提案を
行っております。昨年のTGS2011出展以来多数のテレビ番組に取り上げていただいた「15秒間見つめ合うことでお互いの
気持ち（印象）が分かってしまう脳波相性診断アプリ」並びに「集中力やリラックス状態を自ら高めることができるメンタル
トレーニングアプリ」など、複数の脳波アプリを展示いたします。

アークサン・テクノロジー

小間番号：4-N28

ゲーム・アプリとゲーム環境をクラッカー連中から守れ！ ・アプリケーションのクラッキング対策ソフトウェア ・チート対策、
ボット対策、サーバクローン対策、海賊版対策 ・クラッキング防止、アプリケーションセキュリティ ・ソース改変なしに
セキュリティを追加 ・全世界のゲームパブリッシャートップ5社のうち4社に導入 ・デスクトップ・サーバOS (Mac/Windows/
Linux 32bit/64bit)対応 ・モバイルOS対応 (iOS/Android) ・Java/.NET対応
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アピリッツ

小間番号：4-N5

アピリッツではオンラインゲームの企画・開発・運営業務を提供しております。 ブースでは、自社タイトルゲームがプレイ可能です！
【ゲーム紹介】『リトルデビルズダイアリー』西洋を舞台にした可愛い魔王の育成RPG！ブラウザゲームでリアルタイム多人数
バトルを実現しました！ 『式姫草子』平安時代を舞台にし、囲碁のような陣取り要素を持つ戦略シミュレーションRPG！
☆他にも多数の自社ゲームがプレイできますので是非お立ち寄りください！！

アリーバエンタテインメント

小間番号：4-N9

弊社は、ハリウッドやヨーロッパの一流作家・指揮者・オーケストラから個人・特定のアーティストまで、多様な海外収録の
プロデュース/コーディネートを得意とする会社です。ブースでは最近収録した音源サンプルや、弊社の提供するサービスに
関するより詳しい情報を提供いたしております。

エンザイム

小間番号：4-N10

エンザイムは、カナダ・モントリオールに本社を置くＱＡテスト専門会社です。デバッグやローカライズ、ゲーム評価といった
サービスを多言語にて幅広くご提供しております。海外展開にご興味のある方は、是非お気軽にブースにお立ち寄りください。
■共同出展社
・Binari Sonori Asia

Keywords International Co., Ltd.

小間番号：4-N23

キーワーズは、ゲームローカライゼーションに必要な全てのサービスを提供しています。ゲーム内テキストの翻訳、
音声吹き替えの収録、印刷物からサーティフィケーションまで、プリプロダクションの段階からサポートいたします。
弊社のメソッドは、優れたコストパフォーマンス、高い適応性と信頼性、高品質を保証いたします。
ブースでは弊社のサービスについて説明し、パンフレットを配布いたします。

QLOC S.A.

小間番号：4-N22

ゲーム開発におけるビジネスソリューションについて説明させていただきます。ゲームの移植、ローカライズ、品質管理が
弊社のサービス内容です。よりスムーズ・迅速・安全なゲーム開発を目指し、ソースとデータをもとに最終マスターを
お届けいたします。

ＣＲＩ・ミドルウェア

小間番号：4-N19

全ゲーム機対応のCRIWAREから、スマートフォンアプリ開発向けの各種ミドルウェアを出展します。サウンド演出、
映像演出、ネットワーク対応ファイル管理でアプリの開発を強力に支援します。ゲームコンテンツの低容量化＆リッチ化を
手軽に実現でき、アプリサイズの問題解決にも貢献します。演出を盛り込んだカードゲーム風デモや、ネットからの
ストリーミング再生デモなどをスマートデバイス実機でご紹介します。

6waves

小間番号：4-N7

6wavesは世界有数のソーシャル&モバイルゲームパブリッシャーです。Facebook、iOS/Android プラットフォームなどに
2000万人以上のアクティブユーザーをかかえ、世界の優れたソーシャルゲーム、モバイルゲームをローカライズして
日本で配信しています。また日本のソーシャル／モバイルゲームを海外で配信する事業にも注力しています。
ソーシャル＆モバイルゲームのグローバル展開に興味のある方、ぜひお気軽にご相談ください。

スングーラ

小間番号：4-N12

弊社開発のソーシャルゲームエンジン「ソクゲー」評価版を無償提供いたします。ソクゲーは、画像・テキスト・フラッシュなどの
素材を 専用管理画面にアップするだけで、どなたでもプログラミング無しで カードバトル型ソーシャルゲームを開発できる
エンジンです。（GREE/mobageなどプラットフォームでリリース可）
■共同出展社
・ウォルラス・デザイン

CENTILI

小間番号：4-N26

CENTILIはオンラインゲームの商品に特化した、モバイルペイメントシステムを世界中で提供しています。クレジットカードや
その他のオンラインペイメントと同じように商品やサービスを購入でき、請求を携帯電話会社からの請求に一括することが
できます。2011年の設立から、Infobipモバイルサービスクラウドを通じて、ハイクオリティなサービスを提供し続けています。

ダグミュージック

小間番号：4ｰN20

ダグミュージックは、外国人アーティストのコーディネーションのスペシャリストです。登録アーティストはシンガー、作詞・作曲家、
声優、ナレーターと400名を超えており、これまでに多数のゲームプロジェクトに携わってまいりました。日本のプロダクションを
世界へ発信するツールとしてプロジェクトをお任せください。ブースでは楽曲や外国人声優の吹き替えデモなどを紹介・
展示いたします。
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ピュアサウンド

小間番号：4-N6

音源をシーケンスで制御することによりデータをコンパクトにまとめるスマートフォン向けサウンドドライバーの提供。RPGのような
多数のBGMや効果音が必要となる大型ゲームタイトルのサウンドデータをわずか数Mバイトに収めることもでき、サウンドデータ
ダウンロードが全く発生しない設計が可能です。発音数制限やプライオリティ処理も自動に行われ再生手続きも簡単。
プログラマーに優しいインターフェイスです。

フォントワークス

小間番号：4-N21

コンシューマゲームはもちろんソーシャルアプリで、バラエティ豊かなフォントをご利用いただくためのフォント・プログラム
「LETS」をご紹介。日本語フォント213書体に加え、中国語、韓国語も《シンプルな利用許諾》と《低コスト》で使用できる
年会費制のゲームコンテンツ用 ソリューションです。「LETS」は多くのゲーム・アプリ開発会社様に導入いただいています。

ブレインストーム

小間番号：4-N13

当社は主にビデオゲーム向けのサウンド制作業務を行っております。新たに開発したサウンド制作ツールと、無料で利用できる
音楽や効果音集を展示し、当社の業務のご紹介をしています。ゲームのサウンド制作で得たノウハウを元にスマートフォンの
アプリや音楽サービス、それ以外の分野でも応用できる、さまざまな音の制作や音に関する企画を承っておりますので、
是非当社のブースをご覧ください。

boxPAY

小間番号：4-N27

boxPAYはSMSやコンテンツの購入金額をキャリアの請求と合算させることができるダイレクトキャリアビリングを
提供しています。Android向けのワンタッチのアプリも開発し、ウェブやアプリ課金の定期購入にも利用できます。
また、当社のプラットフォームはフラッシュゲームにも対応しています。

翻訳センター

小間番号：4-N8

ゲームの翻訳なら翻訳センターにお任せを！ MMORPG、RTS、SNSからメディアミックス作品まで、あらゆるジャンルにわたる
確かな経験であなたのゲームを素敵に翻訳いたします。大型案件への対応、口調付け、デバッグなど、ニーズに合わせた
翻訳が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。1986年創業、日本最大の翻訳会社で登録翻訳者はなんと3000人以上！
翻訳業界唯一の上場企業（JASDAQ）です。

メタップス

小間番号：4-N30

metapsは、プロモーションから収益化までをサポートするAndroid開発者向けプラットフォームであり、CPIベースでの
低リスクプロモーションと、リワード広告による継続的な収益を同時にサポートいたします。現在、世界的なゲーム開発者を
中心にmetapsの導入が相次いでおり、媒体ネットワークを急拡大中であります。媒体規模だけでなく、高ARPUユーザーに
リーチできる広告プラットフォームとして、幅広い広告主から効果の高いプロモーションツールとしても好評を得ています。

モリサワ

小間番号：4-N11

ゲームタイトルへの組込用日本語スケーラブルフォント『TBゲームパック50（TrueTypeフォント50書体、年間30万円、
タイトル制限なし）』 ほか、日本語スケーラブルフォント「OpenType」、日本語ビットマップフォントその他文字表示にかかわる
各種サービスをご紹介いたします。

リマージュジャパン

小間番号：4-N29

リマージュはオンデマンド光ディスク発行機(CD/DVD/BDパブリッシャー)の世界メーカーです。日本を含む、多くのゲーム会社で
弊社製品が使われています。主な用途として、秘密を保つために外部委託が困難なプレリリース版ディスクの内製化やデモ用
サンプルディスクの作成、ビデオデータの複製など、ゲーム制作の工程で必要となる光ディスクの作成を自動化します。
今回は小型の業務用ディスクパブリッシャーであるRIMAGE Professional 5400Nを展示します。

【 クラウド/データセンターパビリオン 】
インターネットイニシアティブ

小間番号：4-N18

IIJは、ソーシャルアプリやオンラインゲーム向けに設計されたクラウドサービスIIJ GIOを提供し、抜群の安定性＆
業界最安値水準のサービスとして高い評価をいただいております。新メニューの「超高速ディスクオプション」や
「Fusion-io社 ioDrive搭載サーバ」により、データベースのIO問題を一挙に解決可能です！ 実際に稼働している
大ヒットタイトルの事例展示やノベルティも配布しますので、是非お立ち寄りください！

兼松エレクトロニクス

小間番号：4-N16

・PrivateCloudの構築及びPublicCloud活用への移行支援 ・ゲーム開発環境に最適なIT基盤環境のご提供
・DB性能改善によるコスト削減 ・オンラインゲーム基盤の構築支援 ・小規模開発環境のクラウドバックアップ環境構築
・弊社中国現地法人（成都，上海）のオフショア開発によるハイレベルな人的リソースの提供や、海外進出支援
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KVH

小間番号：4-N17

KVHは自社で構築、運営するネットワークとデータセンターをベースに、ITマネジメント、クラウド、データセンター、
プロフェッショナルサービスなど、幅広いICTソリューションを、国内外の法人のお客様に提供しています。安定運用が
求められるゲーム事業向けのプラットフォームに最適なプライベートクラウドと、既存環境とのハイブリッド構成が可能な
パブリッククラウドをご紹介します。

フォーラムエイト

小間番号：4-N15

3次元リアルタイムVRソフトウェアUC-win/Roadと各種体験シミュレータ、鉄道シミュレータをご紹介。また、インタラクティブな
大容量伝送技術「a3S」（特許申請中）により、インターネット環境さえあればシンクライアントでVR空間を操作可能な
VR-Cloud®も展示予定。最新のサーバーソリューション、ウルトラ・マイクロ・データセンター™も発表・展示予定。

RIGHTSCALE

小間番号：4-N14

RightScaleのクラウドマネジメントは、会社内のIT環境、クラウド環境を統合的かつ効率よく管理・運用できるソリューションを
提供中です。2006年以来、効率性の高い設定、モニタリング、オートメーションおよびクラウドコンピューティングのインフラ、
アプリケーションの統括管理を企業様に提供しており、一流企業を含む数多くの企業様のサーバーに当社のソリューションが
採用されております。

【 アジアニュースターズコーナー 】
Iran National Foundation of Computer Game

小間番号：3-N5

Iran National Foundation of Computer Gameは非営利、非政府組織で2007年にゲームスタジオをサポートする目的のもと
設立され、ゲーム発展支援、国内のコンピューター/ビデオゲーム知識向上、国内初のゲーム教育施設の設立、新しい世代の
ゲーム開発者・ゲームデザイナー・ゲームアーティストたちの教育支援を主な目的としています。イラン国内のゲーム市場の
革新性や想像力をこれからも率いていくことでしょう。

Indonesian Game Studios

小間番号：3-N6

Indonesia Game Studiosは、インドネシアを代表するゲーム開発会社・AltermythとAgate Studioが出展します。
Web、クライアント、スマートフォンなど様々なプラットフォームの開発環境を整え、あらゆるニーズに対応します。
インドネシア・ゲーム産業の最新情報もご用意しております。
■共同出展社
・Agate Studio
・Altermyth

GLASS EGG DIGITAL MEDIA

小間番号：3-N3

GLASS EGG DIGITAL MEDIAはベトナムホーチミン市を拠点とするゲームアウトソーシングスタジオです。ゲーム内アートアウト
ソーシング（2Dおよび3D用、背景、キャラクター、車輛、その他のモデリング、テクスチャリング）を行っており、設立から13年、
欧米、日本の企業様と様々なAAAタイトルの制作に携わらせていただいております。今回、Asia New Star Areaにて出展して
おりますので、是非とも足をお運びいただけますようお願い申し上げます。

Malaysian Game Studios

小間番号：3-N4

海外向けパブリッシングとゲーム開発を行うFun & Cool Ventures、ゲーム開発と海外の著名なパブリッシャーに向け
ゲームをリリースしているTeratoGames、受託開発から自社ゲームのリリースも手がけているSherman3D、ゲーム開発、
アニメーション制作を行うLemon Sky Animationの4社が皆様をお待ちしております。
■共同出展社
・Fun & Cool Ventures
・Lemon Sky Animation Sdn Bhd
・Sherman3D Sdn Bhd
・Terato Tech Sdn Bhd
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