東京ゲームショウ2013
出展ブース概要＆ブース内イベント一覧（50音順）
2013/9/2
出展社名

アーキテクト （ビジネスソリューションコーナー）

昨年大好評を博した「脳波で相性が分かるアプリ『Brain Kiss』」をはじめとして、米国Neurosky社の開発したヘッド
ブース概要 セット型脳波測定器「MindWave Mobile」に対応する様々なアプリを実際に体験していただくことが可能です。また、
会場内（物販エリア）において同ヘッドセットの販売も予定しております。ぜひこの際にお買い求めください。
出展社名

アークサン・テクノロジー (ビジネスソリューションコーナー)

ゲーム・アプリとゲーム環境をクラッカーから守れ! ペンタゴン（U.S国防総省）が当初 独占御用達のセキュリティ・
ソリューション。・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、
ブース概要 海賊版対策
・ソース改変なしにセキュリティを追加 ・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
出展社名

アークシステムワークス (一般展示)

アークシステムワークスは2013年5月に創立25周年を迎えました。『TGS2013』では社名の”ARC”の3文字に込め
られたポリシー、『A=Action』『R=Revolution』『C=Challenge』に相応しい出展内容にて皆さまをお迎え致します! 弊
ブース概要
社ブースでは今秋にTVアニメ化も決定した人気2D対戦格闘ゲーム『BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA』や未発
表を含む、各種最新作の試遊や最新映像の公開を予定しております。
出展社名

i-style Project (一般展示)

VOCALOID3 蒼姫ラピス、メルリのメディアミックス発表!! VOCALOID3 メルリの中の人オーディションの結果発表
をはじめ、今後の『i-style Project』の展開について発表します。スタジオディーン関連コンテンツのPV上映や、スマ
ブース概要
ホ向けアプリなどの展示も行います。声優と音声合成技術「ToSpeak 蒼姫ラピス」によるトークショーや、ヤマハ株
式会社が開発中の新サービスもお披露目予定です。
イベント名
開催日時

i-style Project発表会
9/19 （時間未定）

イベント内容 VOCALOID3「メルリ」中の人のオーディション結果発表をはじめ、様々なメディアとコラボレーション展開を行ってい
（出演者など） る「i-style Project」の今後の展開を発表します。
出展社名
ブース概要
出展社名
ブース概要
出展社名

Akiba Factory (スマートフォン・アクセサリー・コレクション 2013)
スマートフォン用ストラップ・スマートフォンケース・ipad・ipad miniケースにアニメ等を印刷・彫刻して販売してます。
レーザー彫刻機で名入れ可能商品もご用意しております。ストラップは数百種類のデザインから好きな柄を選び9
色の紐から貴方色を見つけてお好きな文字を彫刻します。セミオーダー感覚で世界にひとつだけのオリジナル商
品はいかがでしょうか?

アシストウィッグ (コスプレコーナー)
コスプレブースに出展するアシストウィッグです。今回よりコスプレエリアが拡大することになり、初めて出展するこ
とになりました。コスプレに関連する商品を取り扱っておりますので、お気軽にお越しください♪ 商品のご試着もで
きますので、コスプレをしたことはないけどご興味がある皆様、これを機にぜひコスプレを始めて、コスプレを好き
に、そしてアシストウィッグを好きになって下さい!!

Adways (ビジネスソリューションコーナー)

愛を込めて描き上げた美麗カード。悩み抜いて書いたシナリオ。しかし、日本ではヒットさせてあげることの出来な
ブース概要 かったそのソーシャルゲーム。アジアには、その日本クオリティに泣いて喜んでくれるユーザーが待っている!圧倒
的な好条件で御社を迎えてくれるプラットフォームが待っている!!いざ！再起の準備を!!
出展社名

AVerMedia Technologies (ゲームデバイスコーナー)

昨年発表したゲームキャプチャー「C281」の後継機版でHDMIに対応した「C285」の他、家庭用ゲーム機や
iPhone,iPadの映像を録画・配信可能な「C127」、ハードウェアエンコーダ搭載でPCの画面で録画やライブ配信をし
ブース概要
ながらゲーム/コンテンツが楽しめる「C875」など、今年新発売する3製品を発表します。ブースでは、新製品のセミ
ナーや、体験コーナー、イベントの生配信等を開催予定です!
イベント名
開催日時

新製品発表会 （AVT-C285/AVT-C875）
9/19 ①11:00～11:30（予定） ②15:00～15：30（予定）／20日 ①11:00～11:30（予定） ②15:00～15：30（予定）

FPS・FIFA・インディーズゲームを中心に様々なタイトルをプレイするeスポーツプレイヤーで、テレビ番組の解説な
イベント内容
ども務めるStanSmith（岸大河）を招いて、新発売のゲームキャプチャー製品「AVT-C285」と「AVT-C875」の特長
（出演者など）
やプレイ動画の作成方法についてのセミナーを行います。興味がある方は是非ご参加下さい!
イベント名
開催日時

裏・顔TV 特別公開生放送
9/19 13:30～14:30（予定） 9/20 13:30～14:30（予定）

ニコニコ生放送の人気番組「裏・顔ＴＶ」が、弊社ブースで生放送決定！あの‘総師範ＫＳＫ’や、台湾人プロゲー
イベント内容
マー‘Gamer Bee’が、スパⅣ AE等の格闘ゲームで熱いバトルを繰り広げる！来場者にプレゼントの抽選会も実
（出演者など）
施予定。どんな対決になるか乞うご期待♪
イベント名
開催日時

Gamer Bee と 勝負!!
9/21 15:00～16:00（予定）

世界でも有名な台湾人プロゲーマー ‘Gamer Bee’とゲーム対決をして頂ける方を大募集します。 対決してみた
イベント内容
いという方は 当日朝 10:00～11:00 の間に弊社ブースの受付けにお越し下さい。参加頂いた方の中から抽選で
（出演者）
弊社製品をプレゼントします。プロゲーマーと対決なんてめったにないチャンスですよ～!
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出展社名
イベント名
開催日時

AVerMedia Technologies (ゲームデバイスコーナー)
親子で女性プロゲーマーに挑戦!
9/22 15:00～16:30（予定）

昨年発表したゲームキャプチャー AVT-C281の後継機版 AVT-C285が東京ゲームショウに初登場！親子VS女
イベント内容
性プロゲーマーでゲーム対決をしながら製品を体験できます。プロゲーマーに勝った方には弊社ノベルティを贈呈
（出演者）
します。参加ご希望の方は、当日朝 10:00～12:00の間に弊社ブースの受付けにお越しください!
イベント名
開催日時

Gamer Beeとゲームで遊ぼう!
9/21（時間未定） 9/22（時間は未定）

イベント内容 Gamer Beeとゲームで遊びながら ゲームキャプチャー製品を体験しよう。 お友達と一緒に、お父さん・お母さんと
（出演者） 一緒に皆で遊びに来てね!!
出展社名

アピリッツ (ビジネスソリューションコーナー)

株式会社アピリッツは日本で数少ない本格的ブラウザゲームの開発運営会社です。自社で多くのタイトルを提供し
つつ、一方で他社様のタイトル制作を支援させていただいています。東京ゲームショウ2013では弊社の主要タイト
ブース概要
ルを複数展示しておりますので、是非お気軽にお立ち寄りください。多くのパブリッシャーや海外のパートナー様の
ご来訪をお待ちしております。
出展社名
ブース概要
出展社名

アルカナ・ファミリア (乙女ゲームコーナー)
「乙女ゲームＸ少年マンガ」がコンセプトの乙女ゲーム『アルカナ・ファミリア』最新作『アルカナ・ファミリア2』のデモ
映像の展示や気になる完成直前バージョンの試遊などでお待ちしております。

アンサー (ゲームデバイスコーナー)

弊社はTVゲームの周辺機器メーカーです。今年は「学校」をテーマに、馴染みのある文房具をイメージしたアイテ
ブース概要 ムを展開します。ブースも教室・校舎・女子高をイメージしており、楽しさ溢れる展開となっております。「学校」関連
以外にも年内に発売予定の新商品を展開する予定です。
出展社名

インターネットイニシアティブ (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)

IIJブースでは、ビジネスデイ（19〜20日）に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」にて実際に稼働している大ヒットタイトルの事例を中心にご紹介いたします。一般公開日（21〜22日）
ブース概要
はスマホの通信利用料が節約可能な「IIJmio高速モバイル/D」をご紹介。月額945円（税込）でゲーム専用スマホ
が持てる!
出展社名
ブース概要
出展社名

INDONESIA GAME STUDIOS (アジアニュースターズコーナー)
インドネシアのゲーム関連企業（開発会社、販売会社、メディア）をご紹介いたします。ブースではインドネシアの
ゲーム企業情報と企業リスト、ビデオやその他資料もご用意しております。Altermyth、Agate、Touchtenと
Artoncodeが出展し、皆様のご来場をお待ち申し上げます。
■共同出展：Altermyth、Touchten、Agate Studio、Artoncode Indonesia

ウルトラエックス (スマートフォン・アクセサリー・コレクション 2013)

ウルトラエックスではドキドキワクワクするアイテムを取り揃えております。音の出ているiPhoneを置くだけでスピー
カーから音が流れる「おもしろいスピーカー」は、BluetoothやWi-Fi等を使用しないので、一切設定がいりません。
ブース概要
専用アプリやケーブルももちろん要りません。他にも、書いた文字がそのままデジタル化される「Lady Pen」、タッチ
パネル非対応のWindows8パソコンもスイスイ動いてしまう「Touch8」等、おもしろいアイテムを取り扱っております。
出展社名

エイタロウソフト (乙女ゲームコーナー)

新作乙女ゲーム★「マフィアモーレ☆」プロモーションムービー展示! エイタロウソフトが送る乙女ゲームの最新作
ブース概要 となる「マフィアモーレ☆」のプロモーションムービを展示します。また、エイタロウソフトの人気タイトルより、等身大
の『カレ』がお出迎えいたします。
出展社名

at+link (エーティーリンク) (クラウド/データセンターパビリオン)

ソーシャルゲーム、スマホアプリの運用に最適なクラウドと専用サーバのイイトコドリをして構築した専用サーバ
パッケージ「at+link アプリプラットフォーム」をご紹介します。Webサーバ、フュージョンアイオー社の超高速 NAND
ブース概要
型フラッシュメモリ ioDrive2を搭載したDBサーバに加え、大容量回線やネットワーク機器など、高トラフィックや高
負荷サイトの運用に必要な機能を丸ごとパッケージにして初期費用 0円で提供しています。
出展社名

SMKT (コスプレコーナー)

●SMKT……ジャンルを問わず、ウィッグや衣装・パーティー小物などを制作・販売しております。オリジナル等もご
相談承りますのでお気軽にお声かけください。
ブース概要 ●コス☆プリンセス……色数豊富で¥1,980～とお手頃価格なオリジナルウィッグ（コスプレ用）を取り揃えています!
勿論、コスプレ用品の販売もお任せください。また、実店舗ではリユースを中心とした衣装・コスプレ・武器・小道具
類の買取・販売も行っております。
出展社名

エレクトロニック・アーツ (一般展示)

ファン待望のミリタリーシューター最新作『バトルフィールド 4』 を筆頭に、世界で唯一FIFA公認のサッカーゲーム
ブース概要 『FIFA 14 ワールドクラス サッカー』、ドライビングアクション『ニード・フォー・スピード ライバルズ』を公開、いずれの
出展タイトルもいちはやく試遊が可能です。どうぞご期待ください。
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エレメンツリー (乙女ゲームコーナー)

iPhone/Androidアプリ『あなカレ』
複数の恋愛／BLゲーム登録不要で遊べます!お気に入りのゲームがきっと見つかります!ブースではキャラクターボ
ブース概要
イスの試聴が可能となっております。さらに……CV阿部敦・井口祐一etcオリジナルボイスプレゼント企画も行って
おります!是非ブースへお立ち寄りください!
出展社名

エンザイム (ビジネスソリューションコーナー)

エンザイムは、カナダ・モントリオールに本社を置くゲーム専門のQAテスト会社です。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あらゆるプラットフォームを対象に、多言語にて幅広くご提供しております。これら
ブース概要 のサービスを包括的かつ効率的に行う事で、お客様のグローバル市場に向けたゲーム開発を確実にサポート致し
ます。
■共同出展：Binari Sonori Asia
出展社名

オランダ・ゲーム・フロント オランダ王国大使館経済クラスター (一般展示)

欧州の中心にあり、大国に囲まれたオランダ。自然と海外市場への適応能力と多言語能力が培われ、ゲーム産業
においてはローカリゼーションや移植の優れた技術が生み出されました。世界最大のインターネットハブを誇り、ブ
ブース概要 ロードバンド普及率は欧州一。また若く熱気あふれるゲーム業界は創造性で国際的に高く評価されています。わ
かりにくいと言われる欧州ゲーム産業について、オランダをキーポイントに概要とトレンドを紹介します。
■共同出展：Distimo / Interarrows、Newzoo / Interarrows、AMX Engamesment、BoosterMedia
出展社名

拡張兵法 交陣們 (ゲームデバイスコーナー)

雷鳴ψ （プサイ）とは、光や音、画面の変化により楽しみながら兵法を磨くためのデバイスです。このデバイスは、
ブース概要 人体に着用し、攻防を行うことでリアルタイムで設定された急所への当たり判定を立体的に行うことができます。な
お、判定画面は、総合学園ヒューマンアカデミーのゲームカレッジ協力のもと作成されています。
出展社名
ブース概要
出展社名

Kazooloo/ノルドウ クリエイティブ (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)
Kazoolooゲームボードと無料スマートフォンアプリの組み合わせで、新感覚3Dゲーム体験をお楽しみいただけま
す。ボードはKazooloo次元の入口を開き、現実の世界へ様々な敵たちを解き放つ! シリーズ第1作目『カズル ボル
テックス 火の王国』、第2作目『カズル ゾルダン 闇の王国』。果たしてあなたに地球を救うことができるのか!?
Kazoolooワールドをぜひご体験ください。

兼松エレクトロニクス (クラウド/データセンターパビリオン)

・PrivateCloudの構築及びPublicCloud活用への移行支援。 ・ゲーム開発に最適な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
ブース概要
築。 ・弊社中国現地法人（成都・上海）による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。
出展社名
ブース概要
出展社名
ブース概要
出展社名
ブース概要
出展社名

カプコン (ファミリーコーナー)
ファミリーコーナーのカプコンブースでは、ニンテンドー3DS『ガイストクラッシャー』を爆アツ展開! 試遊をすれば
持ってて嬉しい『ガイストクラッシャー』のオリジナルグッズをプレゼント!! 初日の9/21（土）はステージもあるぞ!!

カプコン (物販コーナー)
カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」の出張所として、『モンスターハンター』シリーズ、『戦国BASARA』シ
リーズ、『逆転裁判』シリーズなどの人気タイトルのキャラクターグッズ、書籍、CD等の物販を行います。

ガンバレル (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)
今秋にサービス提供を開始する完全新作タイトルを紹介します。100万通り以上のダンジョンを探索する新感覚ダ
ンジョンRPGのデモプレイや、デモムービーを体験出来ます。また、来場頂いたお客様に先着で、ゲーム内で利用
出来る限定アイテムの配布も予定しています。その他にもガンバレルが開発に携わった様々なタイトルを紹介しま
す。

ガンホー・オンライン・エンターテイメント (一般展示)

ガンホー・オンライン・エンターテイメントブースでは発売日が発表された『パズドラＺ』を初め『ラグナロク オデッセイ
ブース概要 エース』やその他新作タイトルを出展します。さらに『パズドラＺ』の体験版配布や、ステージイベントでのスペシャル
ゲスト登壇など見所満載でお届けする予定です。
出展社名
ブース概要
出展社名

Keywords International (ビジネスソリューションコーナー)
キーワーズ・インターナショナルは、ダブリン、東京、シアトル、モントリオール、ローマを拠点にオフィスを構え、
ゲーム グローバリゼーション、ゲーム ローカライゼーション事業を展開するリーディング カンパニーとして設立い
たしました。グローバルなネットワークを通じ、ゲーム デベロッパー様やパブリッシャー様にローカライゼーション、
テスティング、言語品質管理などに関する幅広いサービスを提供しております。

GASH PLUS (ビジネスソリューションコーナー)

『GASH PLUS』はアジアで最も有名で決済に便利な決済貨幣と、マネーフロープラットフォームです。サービス内容
はゲーム、ビデオ、漫画、コミュニティによる交流、レジャーエンターテインメントなど全てのデジタルエンターテイン
ブース概要
メント産業にまで伸びています。地域は日本、中国、台湾、香港、東南アジアなどの世界各地に広がり、世界の消
費者の流通に便利なデジタルコンテンツ決済ツールとなりました。
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クッキングママ (ファミリーコーナー)

クッキングママブースではご家族みんなで楽しめるシリーズ最新作のニンテンドー3DS「ガーデニングママ：ママと
ブース概要 森のなかまたち」や、11月21日発売予定のかんたん操作で、誰でもお料理作りが体感できるニンテンドー3DS『クッ
キングママ５』が試遊できます。
出展社名
ブース概要
出展社名

クララオンライン (クラウド/データセンターパビリオン)
クララオンラインではアジア（中国・韓国・台湾・ASEAN地域）に事業展開をお考えのゲーム企業様向けに進出支援
を行っています。ゲームプラットフォームに必要なインフラ設計、サーバ・ネットワークの構築・運用、そしてコンサル
ティングサービスを提供しています。弊社ブースでは、中国パブリッククラウド「鴻図雲」のご紹介、地域別サービ
ス・調査レポートのご案内、事例紹介を行います。是非お気軽にお立ち寄り下さい。

クリプトン・フューチャー・メディア (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)

ネットを中心に広がる音声合成ソフト「初音ミク」のキャラクター展開としてのゲームに関する展示を行います。自社
運営しているソーシャルカードゲーム「初音ミク ぐらふぃコレクション」や、TCG「プレシャスメモリーズ」の展示に加
ブース概要
え、現在開発中のスマートフォン向けゲームアプリの情報を展示致します。TCG「プレシャスメモリーズ」のPRカード
配布も実施予定です。
出展社名
ブース概要
出展社名

GAME INSIGHT (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)
Game Insightは、ゲームをプレイするのが大好きな、800人以上のやる気満々のゲーム開発者たちのチームです。
内部ネットワークには15のスタジオがあり、それぞれが常に、ハイクオリティゲームの制作やアップデートにたずさ
わっています。制作ゲームの多くは世界中のモバイルアプリストアやソーシャルネットワークで既に売上第1位の
ヒットを記録し、Game Insightが世界で1億5000万人以上のユーザーを獲得する牽引力となってきました。

ゲームセイバー (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)

「ゲームセイバー」は、スマホゲームアプリの攻略ガイドです。ゲームセイバーのiPhoneアプリ、Androidアプリをイン
ストールすると、次のような情報がたくさん手に入ります。
ブース概要
・ゲームの事前登録キャンペーン ・限定レアアイテム配布情報 ・40以上の人気ゲームの攻略ガイド
「ゲームセイバー」は、AppStore,GooglePlayにて、公開中です。
出展社名

ゲームの電撃 (一般展示)

ブース概要

｢電撃PlayStation｣を中心に、常にユーザーが欲する情報をユーザー目線で伝え続けてきた電撃のゲームメディア
が、今年は｢ゲームの電撃｣ブースとして出展! 特設ステージを設け、この秋冬話題の新作タイトルについて、人気
声優や著名クリエイター等、多彩なゲストを迎えてステージ生配信イベントを行います。ほかにも、今秋通巻555号
を迎える｢電撃PlayStation｣関連展示や、恒例の電撃特製冊子配布もありますよ。

イベント名
開催日時

TGS2013“超・生中継！”（仮）
9/19〜9/22 （予定）

イベント内容 「東京ゲームショウ2013」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生放送を、特設ステージよ
（出演者など） り生配信。
出展社名

コスパ (コスプレコーナー)

キャラクターアパレル＆グッズメーカー『コスパ／COSPA inc.』のコスプレ用衣装ブランド『コスパティオ／
ブース概要 COSPATIO』の2013年秋注目の新作衣装展示を中心に、コスプレに役立つサポートアイテムや小物類の販売を予
定。コスプレコーナーにお越しの際は、ぜひお立ち寄り下さい!
出展社名

コスパ (物販コーナー)

キャラクターアパレル＆グッズメーカー『コスパ』のブースでは、『ダンガンロンパ』シリーズ、『ドラゴンズクラウン』、
ブース概要 『THE IDOLM@STER』、『艦隊これくしょん』、『テイルズ オブ』シリーズ、『進撃の巨人』、『ソニック・ザ・ヘッジホッ
グ』等々、話題のタイトルたちの新作グッズを販売予定!! お楽しみに!
出展社名

KONAMI（コナミ） (ファミリーコーナー)

『モンスター烈伝 オレカバトル』では“祟竜ヤマタノオロチ”討伐イベントを実施。さらに先行で“獣戦士ライオ”と対
戦できます。その他“初めてコーナー”や面白いアトラクション、ステージなど初心者も楽しめる内容でお届けしま
ブース概要
す。『ドラゴンコレクション（アーケード版）』では、Sレアモンスターが必ず手に入る“挑め！ミートマニア”と、自分の
秘宝を持ち込んで白銀に輝くドラゴンがゲットできる“光臨！プラチナドレイク”を開催します。
出展社名
ブース概要
出展社名

サーチフィールド (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)
サーチフィールドは、自社開発のiPhoneアプリ『召喚ビットコレクション』のシーンをイメージした“ファンタジー酒場
（bar)”にてご来場者様をお出迎えします。ご来場者様全員にアプリ内で登場するキャラクターを使用した特製の
“キャラクタートレーディングカード”のプレゼントを、すでにアプリをご登録いただいているユーザー様や新規でアプ
リご登録いただけるユーザー様にはゲーム内のアイテムをプレゼントします。

ザイザックス (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)

「ザイザックス」表記は「ZZYZX」です!
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
・オンラインRPG『ブレイブラグーン』 ・本格JRPG『エンデ／アンファング』 ・爽快アクションゲーム『ブリキ教官』
ブース概要 ・音感習得音ゲー『絶対音感にゃんちぇると』 ・盤上戦略ゲーム『チェックメイトファイブ』
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
是非ZZYZXブースまで遊びに来て下さい!
■共同出展：ファイブゲート
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出展社名

ザイザックス (乙女ゲームコーナー)

話題のアニメーション技術 Live2Dでぬるぬる動くスマートフォン向け微ホラー恋愛ADV「黒白～忘れじの水底から
～」の試遊コーナーです。その場で無料の体験版ダウンロードやゲーム本編ダウンロードいただいた方に抽選で
ブース概要
ちょっと嬉しいプレゼントをご用意しております。また、ご出演いただいた声優・井上剛さんが着用された執事服や、
公式企画でプレゼントされたサイン色紙を展示。是非、足をお運びください。
出展社名

サイバード (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)

ブース概要

今秋世界同時リリース、豪華制作陣で贈る超話題作、謎解き物語「NAZO」。日本を代表するアニメスタジオ「スタジ
オ4℃」が描く圧倒的世界観、編集工学者「松岡正剛」が手がける「月をめぐる物語」とその「謎」。これは、物語？
謎解きゲーム?あなたは、隠された真実と本当のエンディングに辿り着くことができるか?謎を解けし者には、人生を
変える「宝」が待つ!

イベント名
開催日時

今秋世界同時リリース、豪華制作陣で贈る超話題作、謎解き物語「NAZO」 紹介/体験ブース
9/19〜9/22

今秋世界同時リリース、豪華制作陣で贈る超話題作、謎解き物語「NAZO」。日本を代表するアニメスタジオ「スタジ
イベント内容
オ4℃」監修による「NAZO」世界感を表現したイベントブースでは、アプリの試遊や、課金アイテムをゲットできる事
（出演者など）
前登録に加え、限定グッズがもらえる「リアル謎解き」にチャレンジすることができます!
出展社名

三英貿易 (物販コーナー)

スーパーマリオを中心に星のカービィやソニックなどのぬいぐるみを販売します。メインのキャラクターはもちろん、
ブース概要 ちょっとマニアックなキャラクターや、憎めない敵キャラクターのぬいぐるみも多数ございます。今年は「星のカー
ビィ」の限定商品を販売予定です!
出展社名

サン・フレア (ビジネスソリューションコーナー)

すばらしいゲームコンテンツを世界のユーザーへ伝えていくために、サン・フレアの様々なサービスが存在します。
当社のトータルローカライズソリューションで企画開発関連の技術翻訳、世界観を配慮したインゲームテキスト翻
ブース概要
訳、音声収録、テスティング、マーケティング関連翻訳などの全てをカバーしております。グローバル展開でお困り
の際は、当社が解決いたします。是非ブースまでお越し下さい。
出展社名

三陽プレシジョン (一般展示)

世界初! タブレット端末・薄型モニタを装着できるタブレットクッション「goron」を紹介。タブレット端末やタブレット状
モニタをセットし、座ったり、仰向け寝や横向き寝の姿勢で楽しむことができるスグレモノ。ドライビングゲームでは、
ブース概要
コクピットのような使用感を体感できます。長時間の映画なんかもハンズフリーで楽しめます。実演・体験コーナー
をご用意しています。
出展社名
ブース概要
出展社名

三和電子 (物販コーナー)
ゲームパーツメーカーの三和電子とブレイブルーやギルティギアといった人気ゲームのソフトメーカーであるアーク
システムワークス社が共同制作したグッズを販売します。もちろん家庭用コントローラーに取付けられるゲーセンで
お馴染みのレバーやボタンも販売します。
■共同出展：アークシステムワークス

CRI・ミドルウェア (ビジネスソリューションコーナー)

PS4、Xbox Oneなどの最新ゲーム機からスマートフォンアプリ、アミューズメント機器向けまで、ゲーム開発に役立
つミドルウェアを展示します。Unity、Unreal Engine 4、cocos2d-xなどの各種エンジンに対応し、サウンド／ムー
ブース概要
ビーを活用したリッチ演出、データ圧縮、ネットワークからの追加ダウンロードといったアプリ開発を強力にサポート
する、使いやすくなったCRIWAREをご紹介します。
出展社名

SECRET CHARACTER (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)

『ZOMBIE HERO : REVENGE OF KIKI』がメイン出展タイトルとなっております。iPhoneもしくはiPodでのゲームをモ
ブース概要 ニターに映し、別のiPadでブース来場者にも体感して頂けます。ゲームのテーマに沿う装飾とカタログをご用意し、
来場対応2名、サポーター1名にて皆様のご来場をお待ち申し上げております。
出展社名

JSC GAMES (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)

JSC Gamesは韓国・ソウルに所在するゲーム開発会社です。当社は、3Dゲームグラフィック製作を専門とするグラ
フィックスタジオとして2006年に設立され、2011年から事業領域を拡大し、共同開発から受託開発まで幅広いビジ
ブース概要 ネス展開でゲーム開発に力を注いでいます。アジアに拠点を置き、品質の高いサービスを提供することで数々のプ
ロジェクトを成功に導きました。今後、アジアのみならず世界中にJSC Gamesの名を響かせていきたいと思いま
す。
出展社名
ブース概要
出展社名

ジェネシスカンパニー (スマートフォン・アクセサリー・コレクション 2013)
チャイナヒーロー（86hero）の3Dスマホケースシリーズは従来スマホケースのデザイン常識を破り、どれも創意工夫
や面白いギミックが詰め込まれており大ヒットした商品です。これから新しい商品カテゴリーラインナップとして、外
出時に便利なスマホ対応グッズ：充電器、スピーカー、イヤホンなどが加えられます。これからの「スマート」な生活
に、いつでもお気に入りのキャラクターと一緒にいられる毎日をお楽しみください!

6waves (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)

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, Yahoo!モバゲー、
Tencentなどのプラットフォームに1000万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、
ブース概要
モバイルゲームを配信しています。世界で収益化できるソーシャルゲームやモバイルゲームに興味のある方、ぜ
ひお気軽にご相談ください。
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出展社名

上海アーツユナイテッドソフトウェア (ビジネススタートアップコーナー)

業界ベテランと志を持つ若者による、活気溢れるゲームアートスタジオです。AAA級のゲームアートコンテンツのア
ウトソーシング制作と協力開発サービスをご紹介、ご提供します。展示内容は弊社自作のアートコンテンツ（武器、
ブース概要
車両、アイテム、キャラクター、アクセサリー）の展示になります。ブースには、ワールドレベルのまさかのスペシャ
ルゲストが来場しています、ぜひお立ち寄りください!
出展社名

SWISS GAMES (一般展示)

チョコレートやナイフで有名なスイスですが、実はヨーロッパ有数のゲーム開発国でもあります。SWISS GAMESで
は、技術と創造的なアプローチに富んだ作品を多数展示致します。ロケーションベースゲーム“Gbanga Famiglia
ブース概要 Ⅱ”、皆様を仮想と現実の狭間へ誘う“Bumble Bee”、ロマンティックな情景を映し出す“Mimicry”、また、ご友人同
士の対戦を楽しむ“Cannon Crasha”や”Moonga”など、必見です!
■共同出展：EverdreamSoft
出展社名

スウェーデンパビリオン (一般展示)

主に以下の3つのコーナーに分かれております。
①ゲームに関連したスウェーデンの大学教育ならびに研究の紹介。ウプサラ大学のゲームデザイン学科を中心
ブース概要 に、最新の教育、研究やゲームコンテンツを紹介します。
②スウェーデン大使館の紹介コーナー。スウェーデンならびにスウェーデンにおけるゲーム産業を紹介します。
③スウェーデンと日本のゲーム開発分野における共同研究などの紹介をします。
出展社名

スクウェア・エニックス (物販コーナー)

新作商品が盛りだくさん! スクウェア・エニックス 物販ブースではオフィシャルキャラクターグッズの販売と展示を
ブース概要 行っています。新作アイテムの販売だけでなく、発売前の参考展示フィギュアも多数並べて、皆様をお待ちしていま
す。販売商品の中にはTGS先行販売もございますので、是非ご来場下さいませ。
出展社名

スクウェア・エニックス ミュージック (物販コーナー)

『ファイナルファンタジー』や『ドラゴンクエスト』、『キングダム ハーツ』などのスクウェア・エニックスの音楽CD・映像
ブース概要 商品を販売します。毎年ご好評頂いているイベント会場限定商品や購入者先着特典のサンプラーCD・エコバック
を今年もご用意してお待ちしております。
出展社名

SteelSeries (一般展示)

ゲーム向けの周辺機器、アクセサリーの開発、製造、販売を行うSteelSeriesブースでは、最新のPCゲーム環境で
の試遊展示を行います。21日(木)、22日(金)はオンラインFPSトッププレイヤーを招き、トッププレイヤーと対戦する
ブース概要
事ができます。是非ブースまで足をお運び下さい。
■共同出展：Numark、Vuzix
出展社名
ブース概要
出展社名

スペックコンピュータ (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)
Androidベースのタブレットに物理キーを搭載することでゲーミングに特化したタブレット【SUPER GAMER 俺】をご
紹介します。キーアサイン機能が最大の特徴で、操作しやすいようにキーを独自で設定可能。ゲーム操作に集中
することができ、タブレットの大画面でゲームを楽しめます。また、ワイヤレス充電システム【Qi】をゲーム向けに応
用した、便利なワイヤレス充電のライフスタイルも併設ブースにて体感いただけます。

ZPLAY (ビジネスソリューションコーナー)

ZPLAYは中国でスマホゲーム開発、代理配信事業を行っています。現在まで、株式会社カヤックの『タップ忍者』、
株式会社アドウェイズの『魔女大戦クロニクル』及び株式会社リンクキットの『サムライディフェダー』を含めて、200
ブース概要 タイトルのゲームを配信しました。ZPLAYはデベロッパーを中心に、ローカライズ及び技術的なサポートをご提供し
ます。今後はさらに、日本のデベロッパーと業務を結んで中国マッチを開拓、ユーザーにゲームを提供したいで
す。
出展社名

全力エージェンシー (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)

当ブースは、スマホライフを充実させる情報バラエティテレビ番組「オードリーの神アプリ＠新世紀」(テレビ東京に
て毎週火曜26:10～放送中)の番組PRを行っております。番組の内容は、面白アプリや話題のメディアコンテンツな
ブース概要
ど、厳選したアプリ情報を取り上げ、徹底的に紹介し尽くしております。番組MCは、オードリー（若林・春日）が扮す
るヘルメス・ポセイドンと池田夏希が扮するデメテルにて楽しく紹介。
出展社名
ブース概要
イベント名
開催場所
開催日時

ソニー・コンピュータエンタテインメント (一般展示)
PlayStation®4国内初出展、初試遊体験を実施致します。PlayStation®Vita、PlayStation®3の発売前の注目タイト
ルを数多く集めた試遊展示を行います。ステージイベント「一遊入魂ライブ」も実施予定です。

一遊入魂ライブ（ワンプレイニュウコンライブ）
コーナー／ブースNo.
19～22日

ブースに設置されたステージで、一般公開日を中心にステージイベント「一遊入魂ライブ」を実施します。
イベント内容 PlayStation®4、PlayStation®Vita、PlayStation®3のタイトルの魅力を最大限に生かしたゲームプレイライブをお楽
（出演者など） しみいただけます。イベントの詳しいスケジュール、起用タイトルなどの情報はPlayStation公式サイト
PlayStation.com（http://www.jp.playstation.com/）で公開していきます。
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東京ゲームショウ2013
出展ブース概要＆ブース内イベント一覧（50音順）
2013/9/2
出展社名

台湾ゲーム館 (一般展示)

台湾貿易センターは台湾ゲーム業界の企業を取りまとめ、2003年より台湾パビリオンとして出展、今年で11回目と
なります。ブースは海外パビリオンに位置し、今年は他のエリアでの独立出展を含め、過去最多となる16社の台湾
企業が出展。MMORPG以外にモバイルアプリにも力を入れており、様々なオリジナルゲームで皆様をお待ちしてお
ブース概要 ります。
■共同出展：ACHTUNG!、Art and Mobile Entertainment、Dept. of Multimedia and Game Science, Lunghwa
University of Science and Technology、Interserv International、Joymaster、MacroWell OMG Digital
Entertainment、MBOX、NoahGames Studio、PlayCoo、Unalis、VPON、XPEC Entertainment、Zealot Digital
出展社名 International台湾貿易センター
ダグミュージック (ビジネスソリューションコーナー)
ブース概要
出展社名
ブース概要
出展社名
ブース概要
出展社名
ブース概要
出展社名
ブース概要
出展社名

ダグミュージックでは、外国人シンガー、作詞・作曲家、声優のキャスティングを行っております。弊社所属の外国
人声優たちは、英語教材、TVCM、ゲーム、キャラクターボイスなど様々なプロジェクトで活躍しております。台本の
翻訳や編集、スタジオレコーディングまでコーディネートいたします。弊社アーティストをご利用の際は使用料無料
のスタジオも併設しております。

DICO (ビジネススタートアップコーナー)
親子で一緒に楽しめる教育・知育アプリを通じて、世界中の子供たちに“笑顔”をという気持ちを込めて絵本を制作
しています。動く絵本シリーズは、字幕・ナレーションともに7ヶ国語で作成しております。字幕とナレーションを別言
語で楽しめるのが特徴です。ゲームシリーズでは、大人でも子供でも楽しめるカジュアルゲームを作成しています。
外国版を日本語にローカライズ・カルチャライズし、パブリッシングも承っております。

デザエッグ (物販コーナー)
ゲーム・アニメ関連グッズ各種の販売を予定しております。イベント先行販売商品から旧商品まで取り揃えておりま
すので、是非お立ち寄りください！

TELINDUS TELECOM LUXEMBOURG (クラウド/データセンターパビリオン)
弊社は、3つの新しいデータセンター（コロケーション/クラウドサービス対応）、IPトランジット、遠隔支援、ネットワー
クやサービスインフラのリース提供などを実現しています。ルクセンブルグ税制はIP収入面でとても魅力的で、小
規模ゲームインフラの立ち上げを模索する新規企業や、Core Architectureに加えて拡張可能なソリューションを探
す大型パブリッシャーの最適なパートナーです。

電撃オンライン (一般展示)
最新＆最深の情報を毎日発信する、ゲーム・アニメを中心とした総合エンタメ情報サイト「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 (一般展示)

今秋555号を迎える、“ゲームのプロが作る、ユーザーのゲーム心にガツンと響くPS専門誌”「電撃PlayStation」が
ブース概要 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。
出展社名
ブース概要
出展社名
ブース概要
出展社名
ブース概要
出展社名

TOYCAT (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)
Toy Catはスマートフォンゲーム開発会社です。東京ゲームショウ2013でご紹介できることを楽しみにしておりま
す。スマートフォンエリアで3D RPGを展示いたしますので、皆様のご来場お待ち申し上げております。

同南商事 (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)
話題のiPhone用ゲームパッド「bladepad」日本初登場! アメリカ発、話題のiPhone用ゲームパッド「bladepad」、10月
の発売を前に東京ゲームショウでその姿を日本初披露いたします!

同南商事 (スマートフォン・アクセサリー・コレクション 2013)
モバイルライフをもっと楽しく快適に! 「アメリカ生まれのmobio」あなたのモバイルライフをもっと楽しく快適にする
携帯アクセサリーの数々を展示販売します。アメリカ生まれの「mobio」もフルラインナップで登場します!

なでしこ (スマートフォン・アクセサリー・コレクション 2013)

「貼れる」スマートフォンクリーナーを販売しております。スマホの裏などに貼り付けておけるので携帯に便利! 世界
13ヵ国で特許取得済みの技術により、マイクロファイバーの拭き取り能力を落とさずハイクオリティな印刷を施す事
ブース概要
ができます。カワイイキャラクターからイカすキャラクターまで、様々なデザインのスマホクリーナーは今年下半期、
大ヒット間違いなしの商品です。是非、お手に取って確かめてみて下さい。
出展社名
ブース概要

日本アセアンセンター (アジアニュースターズコーナー)
国際機関日本アセアンセンターは初めて「東京ゲームショウ」に出展・参加いたします。アセアン10ヵ国（ブルネイ、
カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）からゲームや
アニメ、キャラクター、映像等に関わる有望企業35社を招へいし、「アジアニュースターズコーナー」において日本の
コンテンツ産業関係の皆様へご紹介いたします。
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東京ゲームショウ2013
出展ブース概要＆ブース内イベント一覧（50音順）
2013/9/2
出展社名

日本ファルコム (一般展示)

9/26発売の軌跡シリーズ最新作『英雄伝説 閃の軌跡』を展示。『閃の軌跡』閃光トートバックや、月刊閃の軌跡マ
ブース概要 ガジン最新号を無料配布します。さらにブース内ではティオのファルコムラジオ公開録音や、jdkバンドライブ、近藤
社長のトークショーなど、特別企画が盛りだくさんの予定です。ぜひ日本ファルコムブースにお立ち寄りください。
イベント名
開催日時

『英雄伝説 閃の軌跡』閃光トートバッグ無料配布
未定

イベント内容 『英雄伝説 閃の軌跡』発売を記念して無料配布。『閃の軌跡』を試遊された方にはさらに「みっしぃチャーム」もプレ
（出演者など） ゼント！
出展社名

ネッチ (ビジネススタートアップコーナー)

ネットキャッチャーネッチは、PCやスマホ※１からインターネット経由でクレーンゲームをリアルタイム操作、景品を
ブース概要 獲得するサービスです。会場では試遊台やプレゼントをご用意しております。
※1 = 2013年秋サービス予定
出展社名

バースデーソング音楽出版 ローカライズ事業部 "WINDWARD" (ビジネスソリューションコーナー)

世界の何を知り、どう伝え、どう売るかが、今後の企業発展と存続のカギになります。ローカライズでお悩みのこと
は御座いませんか? 例えば、“海外展開したいが、ローカライズができない”、“以前のローカライズの品質が低
ブース概要
かった”、“コンテンツを日本語から多言語化したい”。そのお悩み解決します。お任せください。海外市場を熟知し
ているネイティブスタッフがプロジェクトの立ち上げからアフターフォローまでサポート致します。
出展社名
ブース概要
出展社名

ハクバ写真産業 (スマートフォン・アクセサリー・コレクション 2013)
ハクバのブランド『キャラモード』では、人気アニメのキャラクターたちがデザインされた、iPhone5やXPERIAシリー
ズなどのスマホケースを販売しております。会場では、通常価格より値引きした特別価格にて販売いたします。さら
に東京ゲームショウ2013にて先行販売となる商品も登場予定です。是非ともTGS2013にご来場の際には、キャラ
モードブースへお越しください。

ハッピーミール (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)

「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、タブレット向けアプリ多数を出展! 出展のメイン
ブース概要 は動画視聴制御アプリ『動画キッズロック』。その他、タッチするだけで色々なモノの名前を教えてくれる『タッチ！お
しゃべりずかん』等が体験できます。
出展社名

ハッピーミール (ファミリーコーナー)

タッチするだけで色々なモノの名前を教えてくれる『タッチ！おしゃべりずかん』を始め､子供向けのスマートフォン、
ブース概要 タブレット向けアプリ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!
出展社名

ハピネット (一般展示)

レイ・アウト ゲームズが発売しているPlayStation®Vita用アクセサリ、ニンテンドー3DS LL用アクセサリを展示して
ブース概要 おります。スマートフォンケース・保護フィルムの製造・販売で定評あるレイ・アウト社のノウハウを活かし、デザイン
性が高く、高品質な製品をゲームユーザーにお届けします!
出展社名

Hamee (スマートフォン・アクセサリー・コレクション 2013)

話題の食品サンプルケースやイヤホンジャックアクセ、知って使ってみると便利なBluetooth関連、緊急時に便利な
ブース概要 充電器まで様々なスマホ関連アクセサリーを取り揃えてます。Hameeがおもしろいモノから実用性の高いスマート
フォンアクセサリーを紹介します。
出展社名

バンダイナムコゲームス (一般展示)

話題の新作タイトルを多数出展! 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
認識していただける充実したブース運営を実施します。『GOD EATER 2 （ゴッドイーター2）』、『Jスターズ ビクト
ブース概要
リーバーサス』など話題の新作を多数出展します。ブースの各エリアは、未発売のタイトルの試遊展示やプロモー
ションビデオの上映等を楽しめます。又、アプリ紹介エリアも設置します。
出展社名

バンダイナムコゲームス (ファミリーコーナー)

『アイカツ！２人のmy princess』、『戦闘中 伝説の忍とサバイバルバトル！』、『ワンピース アンリミテッドワールド
ブース概要 レッド』、『たまごっち！せーしゅんのドリームスクール』、『ドキドキ！プリキュア なりきりライフ！』などのたくさんの
皆様お馴染みのゲームが遊べます。また、その他のタイトルではステージイベントを実施します。
出展社名

ピカットアニメ (物販コーナー)

こんにちは、PikattoAnimeです。今回は、英雄伝説シリーズ最新作! 『閃の軌跡』のオリジナルグッズ! 前回、大人
気だった『東方Project』関連グッズ! また、“てぃんくる先生”、“karory先生”、“狗神煌先”など著名なイラストレー
ブース概要
ター先生方のオリジナル描下しイラストグッズもご用意いたしました。好評の「東京ゲームショー」特製ガラガラくじ
も午前・午後の2回に分けて開催予定! 当日はPikattoAnimeブースに是非お立ち寄りください。
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東京ゲームショウ2013
出展ブース概要＆ブース内イベント一覧（50音順）
2013/9/2
出展社名

BitBay (スマートフォン・アクセサリー・コレクション 2013)

車載スマートフォン、タブレットホルダーを中心に販売します。Taylor Smart Sleeve Stand: 折りたたむとスタンドとし
て使用できる7インチ用と10インチタブレット用スリーブケースKrȍｐsson社の車載用タブレットホルダー。HRブース概要
P900FTP LEDイルミネーションとUSB充電機能の付いた上位機種と車載用スマートホンホルダー。大型吸盤を使
用してプッシュオープンのAERO。
出展社名

ファミキャリ！ (ビジネスソリューションコーナー)

“ファミキャリ！”とは、ファミ通ドットコムの協力を得て、クリーク・アンド・リバー社が運営している求人情報サービ
ブース概要 スです。ゲーム業界に関連した求人情報や人材紹介サービス、クリエイターのインタビュー、会社説明会の情報な
どを公開している求人カテゴリーです。東京ゲームショウでは“ファミキャリ！”の特徴や詳細をご案内致します。
出展社名
ブース概要
出展社名

Fiksu (ビジネスソリューションコーナー)
Fiksuはプラットフォームテクノロジーを市場に提供しているモバイルアプリを展示いたします。ブースでは弊社のス
タッフがご質問にお答えし、本テクノロジーについてご説明いたします。

PHILIPPINES GAME STUDIOS (アジアニュースターズコーナー)

Eqelaは、マルチプラットフォーム対応、ソフトウェア開発ツールです。ソフトウェア開発者は1つのソースコードを使
用して複数のOSに対応出来るアプリケーションを作成出来ます（同時に、Mobile/PC/Web対応のアプリを配備可
ブース概要
能）。Eqelaは弊社が開発したソースコードトランスレーション技術を基盤にしており、プログラマーが必要とするライ
ブラリーを無制限にしながらアプリをより早く・小さく、各プラットフォームに合わせてネイティブ化出来ます。
出展社名
ブース概要
出展社名

フォントワークス (ビジネスソリューションコーナー)
各種ゲームで、バラエティ豊かなフォントをご利用いただくためのライセンスプログラム「ゲーム業界向けLETS」を
ご紹介します。日本語フォント222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
費制のゲーム向けソリューションです。多くのゲーム開発会社様よりご要望をいただいた、ゲームへのフォント組み
込み、チャット利用などを許諾する「オプションゲームLETS拡張ライセンス」もご用意しております。

富士ゼロックス (ビジネスソリューションコーナー)

アミューズメント施設や大型ゲームセンターなど大画面を活用した映像空間の構築にあたり、HDMIケーブルが届
かないといったお困りごとはありませんか? 弊社のHDMI光伝送器であれば、HDMI信号を最大1kmまで長距離延
ブース概要
長可能です。当社の複合機に搭載されているレーザー技術を応用して開発しました光伝送器なら、従来の電気
ケーブルで延長する場合と異なり、画質劣化のない高精細な映像と遅延のない音声伝送を実現します。
出展社名

ブロードメディア (一般展示)

新時代のクラウドゲーム機「G-cluster（ジークラスタ）」を大抽選会でプレゼント! これまでのクラウドゲームのイ
メージを覆す高画質・高速レスポンスを実現するゲーム機です。ファミリー向けからコアユーザー向けのゲームまで
ブース概要 提供できるため、1台で充実したゲームライフを楽しめます。さらに“T’s TVレンタルビデオ”で映画視聴も可能で
す。
■共同出展：Gクラスタ・グローバル
イベント名
開催日時

G-clusterプレゼント大抽選会
9/20・21 （時間未定・複数回予定）

イベント内容 新時代クラウドゲーム機G-clusterが6月20日に発売されました。これを記念して、本体とコントローラーをセットにし
（出演者など） た「G-cluster基本セット」を一般公開日の来場者に対し抽選でプレゼントいたします。ぜひご参加ください。
出展社名

ブロケード コミュニケーションズ システムズ (クラウド/データセンターパビリオン)

“業界のスピードに対応しながら、ユーザにストレスのないゲーム体験を提供したい！”こうしたゲーム配信プロバ
イダの要望に応える≪圧倒的にシンプル≫なネットワーク、それがイーサネット・ファブリックです。その効果は
ブース概要
「サービス化時間を60％短縮できた」との導入企業の声が実証済み。あのゲーム基盤にも、あのクラウド基盤にも
採用されているブロケードのファブリック・ソリューション。その秘密を事例と共にご紹介します。
出展社名
ブース概要
出展社名

プロトタイプ (一般展示)
話題のPSPソフト『Rewrite』を始め、恋愛アドベンチャー最新作の試遊台を多数ご用意。会場で初公開となる超最
新作もございます。また、9月21日・22日の一般公開日には豪華景品の当たる抽選会を開催! そこでしか手に入ら
ないレアアイテムもご用意いたしますので、ぜひお立ち寄りください! さらに“TGS公式グッズ販売コーナー”では、
イベントのみの限定販売ソフトPS3版『智代アフター』を販売いたします!

フロムウェスト (スマートフォン・アクセサリー・コレクション 2013)

新感覚のiPhone用ストラップ・ホルダー「XPORTER」。ハンド・ストラップやボディ・ストラップの利用により、今までに
ブース概要 ない斜め掛けスタイルの新しいスタイルを実現。iPhoneの機動性が飛躍的に高まります。展示ブースでは使用例
のビデオ紹介や実演販売を致します。
出展社名

VIETNAM GAME STUDIO (アジアニュースターズコーナー)

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
ブース概要
り、設立から14年、様々なAAAタイトルの制作に携っております。近年では、iOS、Android向けゲームの自社開発も
始動いたしました。是非ともブースまで足をお運び頂けますよう、よろしくお願い致します。
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東京ゲームショウ2013
出展ブース概要＆ブース内イベント一覧（50音順）
2013/9/2
出展社名

北海道IT推進協会 (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)

「北海道ＩＴ推進協会」には、ソフトウェア開発、システムの設計製造をはじめ、コンテンツ製作、メディアまでの幅広
い範囲の企業が加盟しています。本展示会では、隣接ブース「北海道モバイルコンテンツ推進協議会」とともに、北
ブース概要
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をご紹介します。
■共同出展：イオシス、GiGi、ジースタイル、G with U、スマイルブーム、ハートビット、ハ・ン・ド、メディア・マジック
出展社名
ブース概要
出展社名
ブース概要
出展社名

北海道モバイルコンテンツ推進協議会 (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)
北海道には数多くのモバイルコンテンツ関連企業があり、多様なビジネスを展開しています。 「北海道モバイルコ
ンテンツ推進協議会」では、参加企業間のネットワーク形成を通じ、新たなモバイルコンテンツビジネスの創出を支
援しています。本展示会では、隣接ブース「北海道ＩＴ推進協会」とともに、北海道の企業が有するモバイルコンテン
ツ、ゲームをご紹介します。

ボルテージ (乙女ゲームコーナー)
『誓いのキスは突然に』、『王子様のプロポーズ』など、ケータイ恋ゲームのパイオニア、ボルテージがTOKYO
GAME SHOWに初出展!! テレビCMでおなじみの人気タイトルや、最新作のソーシャルゲーム、海外向け恋ゲーム
“My Romance Series”などをお試しいただけます。さらにはゲームの世界観を体験できるコーナーもあり。恋ゲー
ムファンも未体験の方も、ぜひ一度、当社ブースに遊びにいらしてください。

マッドキャッツ (ゲームデバイスコーナー)

マッドキャッツ ブースでは小型ゲーム機M.O.J.O.をはじめ、発売予定製品を含む同社最新製品のデモ機展示や試
遊の他、一般公開日には、スパ4AE 日本大会、人気プロゲーマー「ウメハラ」、「ときど」、「マゴ」、海外の強豪ゲー
ブース概要
マーによるスパ4AEのエキシビションマッチや、サイン会、フォトセッション等を行う予定です。また、物販コーナーで
は、Mad Catzの新作Tシャツなどのアパレル商品、人気製品の販売を行います。
出展社名
ブース概要
出展社名

メタップス (ビジネスソリューションコーナー)
metapsは、収益化からプロモーションまでをサポートするAndroid開発者向けプラットフォームです。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。

モノビット (クラウド/データセンターパビリオン)

モノビットエンジンは、ネットワークゲーム開発に必要な要素をプロ視点で詰め込んだ、通信ミドルウェア＆統合
サーバパッケージです。コンシューマゲームやスマートフォンに対応した高機能通信ミドルウェアに加え、各種アプ
ブース概要
リケーションサーバ群やKPIツール、さらにはデータベース設計もセットにしました。サーバ開発工数を劇的に削減
したいというご要望がありましたら、お気軽にブースへお立ち寄りください。
出展社名

モリゲームズ (一般展示)

ブースでは、モリゲームズ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、ニンテンドー
ブース概要 3DSソフト『ポケットモンスター X・Y』の発売日に合わせたアニメ『ポケットモンスター XY』のアクセサリーも展示予
定です。その他にも新製品・企画中アイテムもリリース予定です。是非お気軽に弊社ブースにお越しください。
出展社名

モリサワ (ビジネスソリューションコーナー)

ゲーム・アミューズメント業界向けのフォントライセンスプラン「TBゲームパック50」をご紹介します。「TBゲームパッ
ク50」は、ゲームアプリケーションに組込むフォントを年間契約で50書体、対象タイトル数の制限なく使うことができ
ブース概要
るプランです。また、フォントの組込み作業に使用するPC台数の制限もないので、ゲーム業界のニーズに1契約で
マルチに対応できる画期的なソリューションプランとなっています。
出展社名
ブース概要
出展社名

ユニコン (ビジネスソリューションコーナー)
ユニコンとスングーラの共同出展となります。ユニコンからは、プッシュ通知機能、メッセンジャー機能、分析ツール
を無料で提供するモバイルゲーム開発支援プラットフォーム『Fello』を展示。スングーラからはプログラミングの必
要なく、ソーシャルゲームの開発が可能な『ソクゲー』を展示します。
■共同出展：スングーラ

ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー (ゲームデバイスコーナー)

ドライビングホイールスタンドシステム! ハンドルコントローラー、ホイールスタンド、プロジェクター、テーブルをセッ
ブース概要 トにした、ドライビングゲームやシミュレーションができるシステムです。ホイールスタンドプロV2を使用し、Logicool
G25/27＆プロジェクターでスクリーンに投影して、PS3のゲームソフトと組み合わせた展示、実演を行います。
出展社名

Rayark (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)

■2011年9月 Rayark Inc.を設立。 ■2012年 音楽リズムゲーム『Cytus』、キャラクターベースカジュアルゲーム
『Mandora』をリリース。『Mandora』は3ヵ月で400万ダウンロード達成。 ■2013年 PlayStation Mobile対応の音楽
ブース概要
リズムゲーム『Cytus Lambda』をリリースし、高い評価を受ける。 ■2013年 モバイルプラットフォーム対応の音楽
リズムゲーム新作2本と、次世代3Dアクションゲームをリリース予定。
出展社名
ブース概要

ライデリ (ビジネスソリューションコーナー)
中国TOPクラスのゲームレビューサイトに直接、御社のスマートフォンゲームアプリをプロモーションします。レベ
ニューシェアなので、成果が出た時だけの支払いにより、初期費用などの負担がなく、中国巨大ゲームアプリマー
ケットへの進出が可能になります。アプリのレビュー対策や問い合わせへの対応なども代行して行う事が可能なた
め、御社の負担を軽減する形で中国展開を実現します。
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出展社名
ブース概要
出展社名

ラナタウン (スマートフォン・アクセサリー・コレクション 2013)
ディズニー、ドラえもん他、エヴァンゲリオン、アプリキャラ多数、ラナタウンでしか手に入れる事ができないアイテム
がいっぱい！

Ringmasters (ビジネスソリューションコーナー)

今回TGS初出展となる音楽制作会社・リングマスターズのブースでは、グラミー賞を始めロカルノ映画祭、GDCなど
で受賞した音楽クリエイティブ陣のご紹介、スロベニア、ブルガリアからはコストを最低限に抑えつつ、最高品質を
ブース概要
可能にした提携録音スタジオとオーケストラ団体についてご説明します。また、弊社が今年の冬より流通予定の最
先端ウェアラブルテクノロジー、マチーナ社によるMIDIジャケットや、アパレル商品の展示を行います。
出展社名
ブース概要
出展社名

ロケーション (ファミリーコーナー)
フレンド登録した友達とチャットなどが楽しめる、3DSのダウンロード専用ソフト『みんなのおしゃべりチャット』が7月
24日より配信中です。チャットは同時に10人まで参加することが可能です。また、チャット以外にも、最大4人による
通話機能もついています。本作でチャットや通話をする際には、インターネットへの接続可能な環境が必須です。
そのほかのソフトに関する詳しい内容については公式サイトを参照してください。

ロケットカンパニー (一般展示)

ロケットカンパニーブースでは、11月に発売予定のニンテンドー3DS専用ソフト『メダロットDUAL』と、スマートフォン
アプリ『メダロッチ』をプレイアブル出展します。また、21日（土）、22日（日）には原作者ほるまりん先生描き下ろしの
ブース概要
限定Tシャツがもらえる対戦イベントを開催します。その他、限定グッズの数量限定配布もありますので、是非ブー
スにお立ち寄りください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
イベント名
開催日時

限定メダロットTシャツ争奪! 真剣ロボトルチャレンジマッチ!!
9/21 13：00～16：00 （予定） 9/22 13：00～16：00 （予定）

スタッフと『メダロットDUAL』で対戦。見事勝利した方には、原作者ほるまりん先生描き下ろしの限定Ｔシャツをプレ
イベント内容
ゼント!
（出演者など）
皆様ふるってご参加ください!
出展社名

アーツカレッジヨコハマ (ゲームスクールコーナー)

本校カリキュラムのこだわりは、1年次にプログラム、CG、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、2〜3年次は各自の適性を考慮し、専門職種の学習をするので、誰もが得意分野
ブース概要
を活かしたゲームを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
ゲームを展示します。『遊び・楽しさ』にこだわった作品をプレイしに来て下さい。
出展社名
ブース概要
出展社名

麻生情報ビジネス専門学校 (ゲームスクールコーナー)
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11年目の今年は1ヶ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 (ゲームスクールコーナー)

東京ゲームショウ出展7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
ブース概要 ループです。各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および在校生が作成した
ゲーム、ポスターおよび映像から厳選した作品を展示しております。是非ブースでご覧いただきたいと思います。
出展社名

ECCコンピュータ専門学校 (ゲームスクールコーナー)

ゲーム企画、CG、プログラム分野で毎年数多くの卒業生をゲーム業界に送り出している大阪府認可の専門合学
ブース概要 校。「専門力」「人間力」さらには「国際力」の教育に取り組み、将来的にグローバルな環境下で働くことができる人
材の育成に力を入れています。高い開発スキルとユニークな思考で作られた学生達の作品をぜひご覧ください!
出展社名
ブース概要
出展社名

大阪エンタテインメントデザイン専門学校 (ゲームスクールコーナー)
2014年4月、大阪南港に開学（設置認可申請中）する学校法人上田学園の第三の専門学校 大阪エンタテインメン
トデザイン専門学校のご紹介をいたします。
大阪総合デザイン専門学校 (ゲームスクールコーナー)

本校の代表的な学科の一つであるコミックアート学科及び研究科によるゲームキャラクターデザインに関するプレ
ブース概要 ゼンテーションを行います。ソーシャルゲームから家庭用、スマートフォンアプリなどに活用可能な幅広いキャラク
ターデザイン力をご覧いただきます。
出展社名

大阪電気通信大学 デジタルゲーム学科 (ゲームスクールコーナー)

『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」を中心に、本
ブース概要 学学生の選抜作品を展示しています。TGSへの連続出展も今回7回目となり、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ゲーム作品に加え、映像やイラストレーションなど幅広いコンテンツを展示します。ぜひ
ご高覧ください。
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出展社名

太田情報商科専門学校 (ゲームスクールコーナー)

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
ブース概要
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、ぜひご覧下さい。
出展社名

神奈川工科大学 (ゲームスクールコーナー)

神奈川工科大学 情報メディア学科で実施されているゲームクリエイター特訓で学生が制作したゲーム作品のプレ
ブース概要 イアブル展示を中心に、情報メディア学科の学生制作映像や、神奈川工科大学ならではの研究とクロスオーバー
し、独自の設備等も活かしたアカデミックなゲーム開発教育の特色が分かる情報を発信します。
出展社名

郷学舎 アルスコンピュータ専門学校 (ゲームスクールコーナー)

Androidアプリ、Windowsゲームなど「気がるに遊べる」「直感的にわかりやすい」をコンセプトに、ゲームクリエイター
コース（2年制）のバラエティ豊かなゲーム作品を出展しています。3Dフィールドを自由に移動できる3Dアクション
ブース概要
ゲーム「兎さ子の大冒険」がおススメです。さらに、CGデザイナー・CADコースとの「コラボレーション」による、内装
デザインと出展作品のイメージポスターでブースを彩ります。ぜひ遊びに来てください。
出展社名
ブース概要
出展社名

神戸電子専門学校 (ゲームスクールコーナー)
プログラマ、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55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 (ゲームスクールコーナー)

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
ブース概要
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。
出展社名
ブース概要
出展社名
ブース概要
出展社名

専門学校 九州デザイナー学院 (ゲームスクールコーナー)
コンセプトの確立から世界観の創造、キャラクター設定、ストーリーの構築、プログラミングなど、2年間を通して学
生が学んできた事全てを詰め込んだ作品集です。

専門学校 東京デザイナー学院 (ゲームスクールコーナー)
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他、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 (ゲームスクールコーナー)

3つの学生作品を展示しています。
①ゲーム学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
ブース概要 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。
③Unityでゲーム開発! 専門生、高校生がコラボ。全学科合同でゲーム開発をしました。
出展社名

専門学校 ビーマックス (ゲームスクールコーナー)

専門学校ビーマックスは、岡山県にある情報処理・デザイン・公務員・医療事務などの総合教育校です。学校ブー
スでは、ITスペシャリスト学科ゲームクリエイターコースの学生が制作した作品を展示します。出展2回目の今年
ブース概要
は、2年生進級後の2ヵ月で制作したゲーム作品を動態展示、その他1年生の作品を映像展示しています。ぜひ本
校ブースに来て、アイディアあふれる学生作品に触れてください!
出展社名
ブース概要
イベント名
開催日時

総合学園ヒューマンアカデミー (ゲームスクールコーナー)
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下、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、試遊台（Windows対応）、学生作品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。

東京ゲームショウ2013 大抽選会！
9/21・22

イベント内容 学生が制作したオリジナルゲームをプレイ! さらに、簡単なアンケートにお答えいただくと抽選でヒューマンアカデ
（出演者など） ミーオリジナルグッズや、人気ゲーム機など豪華賞品が当たる! 是非、お気軽にお立ち寄り下さい。
出展社名
ブース概要

宝塚大学 東京メディア・コンテンツ学部 (ゲームスクールコーナー)
iPhone,Androidアプリ、Unity 等を駆使した学生作品が集まります。国内最大級40点越える最先端表現、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。業界の第一線で活躍するクリエイターによる実践的な
最新の教育プログラムにより多くの学生を業界に輩出しています。
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東京ゲームショウ2013
出展ブース概要＆ブース内イベント一覧（50音順）
2013/9/2
出展社名

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） (ゲームスクールコーナー)

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」
ブース概要
専門学校グループです。今回のブースでは、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。
出展社名
ブース概要
出展社名
ブース概要
出展社名

東京実業高等学校 (ゲームスクールコーナー)
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。

東京情報大学 学友会 (ゲームスクールコーナー)
東京情報大学は今年度より、1学科12コースの新しい学び。総合情報学部 総合情報学科がスタートしました。今回
が東京ゲームショウ初参加となります。ゲームショウにはゲーム・アプリケーションコースの学生や、ゲーム制作
サークルの学生が制作したゲーム作品を展示します。短時間で簡単に楽しめる作品を展示いたしますので、是非
お気軽にお立ち寄りください。

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） (ゲームスクールコーナー)

TECH.C.は、「産学協同教育システム」のもと、業界に必要とされる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
ブース概要
ます。今回はPCゲーム、アンドロイド・iPhoneアプリといった学生作品を展示するので是非、ブースにお立ち寄りく
ださい。TECH.C.TGS特設サイト http://www.tech.ac.jp/c/tgs2013/
出展社名
ブース概要
出展社名

東北電子専門学校 (ゲームスクールコーナー)
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 (ゲームスクールコーナー)

交換留学締結校のNanyang Polytechnic（シンガポール）、Supinfogame（フランス）との共同スペースを設けます。
ブースではコンテストにおいて高評価の作品、本年度に制作された自慢の新作を展示致します。「本物のチカラ」
ブース概要
が身に付く学校トライデントの作品を、是非ご覧ください。トライデントは名古屋にあるゲーム業界への高い内定率
を誇る河合塾運営の専門学校で、東海地方最初のCESA会員校です。
出展社名
ブース概要
出展社名

名古屋工学院専門学校 (ゲームスクールコーナー)
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
の楽しんでいただける内容のものです。展示する作品は、PCやタブレットで動作し、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。是非ともプレイして感想を聞かせてください。名古屋工学院専門学校は
61年の歴史を持ち6分野22学科を設置する学校です。本校に興味のある方もお立ち寄りください。

新潟高度情報専門学校 (ゲームスクールコーナー)

今年も魅力的な4作品を出展します。カードドラフトがドキドキのかわいいカードバトルRPG『おしゃれ大好きガール
ぽっぷし～コスチュームコレクション』／意外なパワーアップがおもしろい『ぽっぷし～アクションアドベンチャー』／
ブース概要
鏡でアイテムをコピーしてゴールを目指す3Dゲーム『MirrorMan』／自分が進んだルートが次のプレイヤーのダン
ジョンになる3Dダンジョンゲーム『RockBreaker』。ぜひお楽しみください。
出展社名

新潟総合学院 新潟コンピュータ専門学校 (ゲームスクールコーナー)

新潟から15年連続で出展している本校は、ゲーム・プログラム・IT・CG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。日本ゲーム大賞アマチュア部門 大賞をはじめ、多くの入賞実績を誇ります。フ
ブース概要 ランスのISART Digital（イサートデジタル）と姉妹校・教育提携を結んでおり、ISART Digita在校生のCG作品も上映
展示します。
■共同出展：WiZ 専門学校 国際情報工科大学校
出展社名

日本工学院 / 東京工科大学 (ゲームスクールコーナー)

日本工学院クリエイターズカレッジのゲーム、CG、アニメーション系学生作品と併設校東京工科大学メディア学部
ブース概要 の学生ゲーム作品を展示・上映をいたします。最先端の実習環境の中で制作された学生作品の数々をご覧くださ
い。またブース内では、素敵なプレゼントがもらえる学生ゲーム作品を使ったアトラクションを実施します。
出展社名
ブース概要
出展社名
ブース概要

日本電子専門学校 (ゲームスクールコーナー)
東京・新宿に位置する、日本電子専門学校ゲーム分野の学生制作作品を展示いたします。18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。産学連携企画やコンテストにおいて受賞した
作品なども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。ぜひお立ち寄り下さい!

沼津情報・ビジネス専門学校 (ゲームスクールコーナー)
沼津情報・ビジネス専門学校は、開校30周年を迎えました。今年もこの東京ゲームショウ出展を目指して、ゲーム
クリエイト科とCGクリエイト科の学生が制作したWindows用ゲームやAndroid用ゲームに加え、CGアニメーション
ムービーなどの中から、学内選考を勝ち抜いた作品を展示します。是非、展示ブースにお立ち寄りいただき、実際
にプレイしての感想やご覧になってのご意見などをお聞かせください。お待ちしています。
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