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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）

ブース概要

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、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）

ブース概要

独自の世界観・個性豊かなキャラクター達・多彩なゲームシステムでアーケードシーンを一世風靡したアークシステ
ムワークスの代表作「GUILTY GEAR」シリーズの最新作が2014年12月に発売決定！ブースでは最新作「GUILTY
GEAR Xrd -SIGN-」や、伝説のアクションゲームのリメイク作「ダウンタウン熱血行進曲～それゆけ大運動会～
オールスタースペシャル」の試遊台をご用意しております。その他にも様々な企画を予定しておりますので、最新情
報については公式HPをご覧ください！

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）

ブース概要

「好きなことを生きる力に変える！」横浜でゲーム・デザイン・IT・ビジネスを学べる専門学校アーツカレッジヨコハマ
です。ゲームクリエイター養成の伝統校である当校は東京ゲームショウ10年以上連続出展中！！　今年もアクショ
ンゲーム、シューティングゲーム、イラスト作品など、学生の意欲作を数多く展示しています。どうぞお気軽にお立ち
寄りください。

出展社名 アール・インフィニティ （ロマンスゲームコーナー）

ブース概要
一癖ある乙女ゲームを作りたいをモットーに女性向け恋愛シミュレーションを作ってきた弊社から最新タイトルをご
紹介します。ブースではオリジナルグッズが当たるくじを開催予定です。恋愛ゲームをやったことがない方も、お気
軽にブースに足をお運びください。

出展社名 アイ・オー・データ機器 （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

グループチャットやWEBブラウジングをしながらオンラインゲームを楽しむといった、マルチウィンドウを実現するた
めの当社最新の液晶ディスプレイをご紹介。高速応答モデルや4K表示対応モデルなど、PCゲームの快適環をご
提案いたします。また、ディスプレイ以外もスマホゲームを大画面テレビ表示する商品や、ゲーミングヘッドフォン、
PCを高速化させる商品など、ゲーム環境の改善をご提案いたします。

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）

ブース概要

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（3年制）、ゲームクリエータ専攻科（4年制）の学生が制作した
ゲーム作品を出展しています。出展12年目の今年は学内コンテストを勝ち抜いた選りすぐりの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。

出展社名 アソビモ （一般展示）

ブース概要

話題沸騰のアヴァベルオンラインをはじめ、イザナギオンライン・イルーナ戦記などスマートフォンで遊べる人気の
3Dオンラインゲーム（MMORPG）が大集合！ ゲストが登場してのステージイベントや新作タイトルの発表、PVの放
映、アップデート情報先行公開など、内容盛りだくさんのスペシャルブースです。ステージ観覧者にはアソビモ特製
グッズがもらえるチャンスも！ ぜひアソビモブースでフル3Dの世界を体感してください！

イベント名 アソビモスペシャルステージ 1日目
開催日時 9/20

イベント内容
（出演者など）

アソビモが展開しているスマートフォン向けコンテンツのステージ。スペシャルゲストの登場や、人気タイトルの最新
情報、新タイトルの発表など盛りだくさんの内容で1日を通して皆様にお届けいたします。

イベント名 アソビモスペシャルステージ 2日目
開催日時 9/21

イベント内容
（出演者など）

アソビモが展開しているスマートフォン向けコンテンツのステージ。スペシャルゲストの登場や、人気タイトルの最新
情報、新タイトルの発表など盛りだくさんの内容で1日を通して皆様にお届けいたします。

出展社名 App Annie （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

App Annieはアプリのアナリティクス・市場データのスタンダードで、アプリパブリッシャーやマーケッター、投資家な
どが、アプリ市場を理解するサポートをしています。App Annieでは400万以上のアプリを日々トラッキングし、実に
Top100パブリッシャーの90％以上で利用されています。これまでに600億以上のダウンロード、170億ドル以上の収
益をトラッキングしています。
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出展社名 アドイノベーション （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

スマートフォンアプリのプロモーション事業を中心に、アプリへの集客・収益化を国内外でのサポートしています。
Ad Store Trackingは1SDKでアプリ内課金、ARPU、DAU等のKPI検証まで対応可能なソリューションです。また、海
外のデベロッパーに対して、日本マーケットにおけるパブリッシングサービス提供しています。App Store、Google
Play、キャリアマーケットでのパブリッシングサービスを提供しています。

出展社名 アドウェイズ （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

当ブースは、アプリ向け広告配信サービス「AppDriver」や全世界対応のアプリ向け効果測定ツール「PartyTrack」
を提供するアドウェイズと、モバイルゲーム／アプリ向けのグロースハックツール「5Rocks」を提供する5Rocksが共
同出展しています。両社は、アジアを中心にグローバルマーケットにおいてサービスを展開しており、アプリの運用
やグローバル展開に関するお悩みまで、全て解決いたします！

出展社名 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）

ブース概要
ゲームショウ出展8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。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 AVerMedia Technologies （ゲームデバイスコーナー）

ブース概要

ゲームのプレイ動画を録画したり、ライブ配信したりする製品をお探しなら、アバーメディアへ！　ウルトラストリート
ファイターⅣとコラボしたキャプチャーデバイス「AVT-C875 ウルⅣモデル」をはじめ、各種キャプチャーデバイスの
体験コーナーを設置します。プロゲーマー対戦イベントを開催！　ニコニコ動画で活躍している人気ゲーム実況者
も出演予定。ぜひブースにお立ち寄りください！

イベント名 「ゲームのがっこう」出張版 in 東京ゲームショウ2014
開催日時 9/20 12:00～13:00　9/21 13:00～14:00

イベント内容
（出演者など）

あのガッチマンがMCをつとめる　ニコ生でお馴染の人気番組「ゲームのがっこう」を、弊社ブースで生配信いたしま
す。ガッチマンと有名実況プレイヤー（未定）がゲームをプレイしながら　弊社製品を楽しく説明してくれます。いつも
とは違った雰囲気の中で、どんな番組内容になるのかご期待ください！　出演者の詳細は弊社HPでご確認くださ
い。

イベント名 プロゲーマーを倒せ！！
開催日時 9/20 14:00～15:00

イベント内容
（出演者など）

人気プロゲーマー3人（Gamer Bee 他）にウルⅣで挑戦できるチャンスです！！　プロゲーマーを倒して素敵なプレ
ゼントをゲットしませんか？　プロゲーマーに挑戦してくれる挑戦者を大募集いたします。応募方法や出演者の詳
細は弊社HPでご確認ください。

イベント名 プロゲーマー同士の戦い
開催日時 9/21 11:00～12:00

イベント内容
（出演者など）

人気プロゲーマー3人（Gamer Bee 他）がウルⅣで対決！　ゲーマー同士の白熱した戦いを間近で見られるチャン
ス！　皆さんの熱い応援をお待ちしております。是非ブースへ見に来てください。出演者の詳細は弊社HPでご確認
ください。

イベント名 Gamer Beeを倒せ！！
開催日時 9/21 15:00～16:00（予定）

イベント内容
（出演者など）

Gamer BeeとウルⅣで対決してくれる挑戦者を大募集！　応募の詳細は、弊社HPで要チェック！　プロゲーマーと
対決するなんて、またとないチャンス！Gamer Beeに勝った方には素敵なプレゼントを差し上げます。　たくさんの
ご応募お待ちしております♪

イベント名 Gamer Beeを倒せ！！
開催日時 9/21 15:00～16:00（予定）

イベント内容
（出演者など）

Gamer Beeとゲーム対決してくれる挑戦者を大募集！　応募の詳細は、弊社HPやFacebookにアップしますので要
チェック！　プロゲーマーと対決するなんて、またとないチャンス！Gamer Beeに勝った方には素敵なプレゼントを
差し上げます。　たくさんのご応募お待ちしております♪

出展社名 アピリッツ （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
株式会社アピリッツではPCブラウザゲームやスマートフォンネイティブアプリゲームなどのオンラインゲームを開発
運営しております。ブースでは最新の自社運営ゲームなどをたくさん展示しておりますので是非ご来訪ください。
※海外展開や制作のご相談も承ります。

出展社名 アミューズメントメディア総合学院 （一般展示）

ブース概要

アミューズメントメディア総合学院が“ゲームスクールコーナー”ではなく“一般展示”に！　本学院は、数多くの活躍
するゲームクリエイター・声優などを輩出する教育機関であるとともに“産学共同・現場実践教育”を旗印に、様々
なコンテンツを送り出す企業でもあります。今回、映画・小説・マンガと連動した『人狼ゲーム』（仮）、豪華声優出演
のカードゲーム『インフィニタ・ストラーダ轟』（仮）を出展します。ぜひ、ブースにおたちよりください！
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出展社名 アルスコンピュータ専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

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。4人協力プレイの「Link of Life」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 ARTISAN/Doname （ゲームデバイスコーナー）

ブース概要
eスポーツに最適！新世代マウスパッド！！ 日本製のARTISAN『疾風』で快適なマウス操作を！ ARTISANの開発
した「高精度なスポンジに完璧防滑なソール」に、Donameが開発した特殊織りの「世界に唯一の生地」を組み合わ
せました！

出展社名 アンサー （ゲームデバイスコーナー）

ブース概要

アンサー株式会社は、家庭用ゲーム周辺機器・トレーディングカードゲームサプライ等を製造・販売するメーカーで
す。今年はテーマを「日本」とし、ブースやコンパニオンの衣装、展示商品も日本をイメージとしたものになっており
ます。また最新商品や他業種とのコラボ商品の展示、各ゲームメディア様にご協力いただいている注目企画「アク
セサリーデザインコンペ」の入選商品の展示、投票も開催中です！是非お気軽にお越しください。

出展社名 アンビション （ロマンスゲームコーナー）

ブース概要
舞台化も決定した乙女系擬人化動物育成恋愛ゲーム「擬人カレシ」、マルチメディア展開も活発な乙女コンテンツ
プロジェクト「ラヴヘブン」を中心にご紹介します。さらに最新作もご紹介予定。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ち
しております。

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）

ブース概要

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学校。
「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！
※2014年度より文部科学大臣より「職業実践専門課程」に認定。

出展社名 EXCAMEDIA （一般展示）

ブース概要
PS Vita、PlayStation 4、Xbox One、Wii U とPCで遊べる最新作のゲーム「A　Clumsy Adventure（ア・クラムジー・ア
ドベンチャー）」を紹介します。アクション満載のグラフィックの中には昔懐かしい「Gribbly's Day Out」やそのほかの
ゲームに使われていたものが現れたり、そのキャラクターがカメオ出演したりしています。

出展社名 IMAGICAイメージワークス （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

IMAGICAイメージワークスはデジタルコンテンツの総合制作プロダクションです。映像・Web・グラフィックの3つのド
メインによるシナジーを生かし、企画から制作までの各プロセスを総合的にサポートいたします。ゲーム分野におい
てはグラフィック制作、3DCGの制作を中心として、プロモーション映像制作、アプリやコミュニティサイトの制作な
ど、多数の実績に基づいた効果的なプロダクト・ワークをご提案いたします。

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）

ブース概要

○ビジネスデイ：インターネットイニシアティブ　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。○一般公開デイ：ドリコ
ム　新作アプリを中心に自社コンテンツのデモムービー、デモプレイを体験できます。当日はキャラクター衣装のコ
スプレをしたコンパニオンがゲーム紹介いたします。是非ドリコムブースまで遊びに来てください！

出展社名 INDONESIA GAME & ART STUDIOS （アジアニュースターズコーナー）

ブース概要
INDONESIA GAME & ART STUDIOSでは、インドネシアのゲーム開発者が作ったゲームを紹介します。各スタジオ
ではプレイ可能なゲームやパンフレットもご用意してます。

出展社名 INFOBIP （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

Infobipのモバイル用支払いプラットフォーム『Centili』は、モバイル端末を使ってデジタルコンテンツの支払いを簡単
に早くおこなうことができます。モバイルオペレータを世界中の売り手とつなぐことによって、買い手に手軽な決済を
提供します。日本ユーザ向けの仮想通貨\Coins（エンコイン）もご用意しております。詳細は
http://www.infobip.com または http://www.ycoins.jp まで。お問い合わせは info@infobip.com へ。

出展社名 UANI　STUDIO （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

UANI STUDIOは技術開発を中心に活動している会社です。作品に関して、美術、品質、先端技術にこだわってい
ます。今回自社開発しているAPP「エニエニ（AnyAni）」「スーパーカーカスタマイズ」を展示します。バーチャルリア
リティー、ゲーム開発、ヴィジュアルアート、アニメーションムービーのプログラムと視覚芸術の領域で幅広く活動し
ており、世界各地の仕事の依頼を受けています。
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出展社名 WECOMICS 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）

ブース概要
iPhoneとアンドロイドのプラットフォームでプレイできるシミュレーションゲーム「三国英雄」。プレイヤーは様々な三
国のキャラクターを選べます。

出展社名 WiZ専門学校 国際情報工科大学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

ＷｉＺは福島県で唯一、ゲームクリエイターの育成に特化した学科を設置している専門学校です。地方にありながら
一貫した産学連携を主軸にし、業界目線で教育を行っているのが特徴です。今回ブースに展示している作品はそ
の中で作り上げた最新作です。今後の参考のために是非遊んでいただきご意見をいただければ幸いです。また、
イラスト作品のパネル展示もございます。併せてご覧ください。

出展社名 WARGAMING JAPAN （一般展示）

ブース概要

ウォーゲーミングジャパンでは、全世界9000万人がプレイするオンラインタンクバトル『World of Tanks』をはじめ、
Xbox360版『World of Tanks：Xbox 360 Edition』やモバイル版『World of Tanks Blitz』、そして、期待の新作、オンラ
イン海戦ストラテジー『World of Warships』のプレイアブル出展を行います。その他、アニメ『ガールズ＆パンツァー』
とのコラボレーション企画や、当日発表となる新しいコラボレーション企画とそれに関連するグッズの無料配布も実
施いたします。

出展社名 EIZO/MSI/SteelSeries （ゲームデバイスコーナー）

ブース概要

人気のPCゲームを贅沢なPC環境でお楽しみいただけます。MSI最新のグラフィックボードやマザーボードを使用し
たMonsterデスクトップPC、ゲームの録画・配信も楽々なゲーミングノートブック。EIZOの240Hz駆動モニターや3画
面以上を使用した解像度5760のマルチゲーム環境。さらにはSteelSeriesのゲーミングデバイスを揃え、プロチーム
の実戦環境を体験できます。またプロゲーマーとの対戦会も予定しており、来場者にプレミアム販促品が当たる！

イベント名 国内FPSトップチームと対戦しよう！
開催日時 9/20・21

イベント内容
（出演者など）

150万人が集う基本無料オンラインFPSゲームの最高峰「Alliance of Valiant Arms(A.V.A)」トップチーム、
DeToNator、Galacticメンバーと対戦や協力プレイができる試遊台を設置します。A.V.A が初めて！という方ももち
ろん歓迎！ゲストアカウントですぐにプレイできます。さらに、EIZO/MSI/SteelSeriesブースでA.V.Aをプレイしてくれ
た方にはもれなくゲーム内で使用可能なクーポンコードもプレゼント！

イベント名 海外プロチームFnatic来場！
開催日時 9/20・21

イベント内容
（出演者など）

EIZO/MSI/SteelSeriesがスポンサードする世界屈指のプロゲーム集団「Fnatic」からCounter-Strike: Global
Offensiveで著名なChief Gaming OfficerのPatrik "cArn" Sättermon氏が緊急来日。ブース内にて対戦やトークセッ
ションを行います。さらに、ブースまで足を運んでくれた方には抽選でFnatic League of Legendsチームのサイン入
りTシャツをプレゼント！

イベント名 君の“ゲーム視力”は！？
開催日時 9/18～9/21

イベント内容
（出演者など）

日本では珍しい“ゲーム視力”を測定するサービスをDSM社協力のもとMPS II装置を使って実施いたします。目の
黄斑色素濃度（コントラスト感度）を測ることで、色と色の違いを認識するゲーム視力の測定が可能。プロゲーマー
のゲーム視力と比較して、君の才能を発見しよう！気になる方にはゲーム視力の改善方法も教えちゃいます！

出展社名 エイタロウソフト （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

可愛いキャラが縦横無尽に駆け巡る本格派MMORPG「ブレイブオンライン～残された光～」と、エイタロウソフト初
のカードパズルRPG「ルミナスハーツ」、新作乙女ゲーム「マフィアモーレ☆」がコラボ展示☆　当日は東京ゲーム
ショウ2014限定アイテムや限定カードの配布、「ブレイブオンライン～残された光～」のマスコットキャラと「マフィア
モーレ☆」の等身大の『カレ』がお出迎えいたします。

出展社名 エイリアンウェア （一般展示）

ブース概要

新型マシンが日本初登場！2014年6月に「E3」でサプライズ出展され、大きな衝撃を与えてから3ヶ月。宇宙最強の
ゲーミングパソコンブランド『ALIENWARE』が発売する次世代コンソールゲーム機『ALIENWARE Alpha』がついに
やって来ました。ブースでは数十台規模の試遊機が並び、AAAタイトルからインディーゲームまで幅広いラインアッ
プを展開。あのビッグタイトルをフィーチャーしたステージイベントもお見逃しなく！

出展社名 SAE CREATIVE MEDIA INSTITUTE （ゲームスクールコーナー）

ブース概要
オーストラリア、イギリス、アメリカにあるSAE クリエイティヴ・メディアスクールです。SAEは世界中に５０以上もの
キャンパスを保有し、2014年にはアニメーションの学校として世界9位にランキングされました。

出展社名 エスカドラ （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

エンジニアの開発力、クリエーターの制作力を活かし、Unity、Cocos2d-xによるスマホ向けゲームの企画から設
計、開発、デザイン、サウンド、運用に至るまでトータルにご支援できます。ユーザーに、楽しく面白く、喜ばれる
ゲームを一緒に作りましょう！ブースではUnityによる短期間で開発したゲームの展示など、ゲーム大好きな社員
がお待ちしておりますので、何なりとご相談ください。
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出展社名 NTTレゾナント （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

スマートフォン・アプリの検証にお困りではないですか？　「Remote TestKit」は、250機種以上のAndroid・iPhone・
タブレット端末を、ご自身のPCからリモートでご利用いただけるサービスです。リモートなので、端末の購入は不
要。またテストの自動化機能も提供しており、検証の時間と手間を大幅にカットすることができます。海外端末も取
り揃えておりますので、グローバルに展開する企業様もサポートいたします。

出展社名 エプコット （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

デップと仲間たちシリーズ『スーパーデップショー～デプリーランド～』を展示します！☆累計1500万回以上プレイさ
れた、あの大人気ゲームシリーズが堂々の復活！　☆ポップでシュールな世界観はそのまま、グラフィック、サウン
ド、裏ワザ、すべてがリニューアル！　このデップと仲間たちシリーズは、毎月続々登場する予定です！　そのほか
Nintendo3DSダウンロードソフトにて、バトルアクションゲームもリリース予定！　ご期待ください！！

出展社名 エムツー （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

有限会社エムツーが開発した「E-mote」「えもふり」は、1枚の絵からわずか2工程で2D画像を立体的に、表情豊か
に動かすことができるキャラクターアニメーションツールです。会場では、リアルタイムキャラクター作成の実演およ
び体験コーナー。E-moteを使用した3Ｄパネル、動くARキャラクターおよびスマートフォン用アプリケーションのダウ
ンロード配布、そしてE-mote・えもふり新機能のデモンストレーション展示を行います。

出展社名 エレクトロニック・アーツ （一般展示）

ブース概要

最新の「バトルフィールド」は一味違う！「バトルフィールド ハードライン」で描かれる、逃げる犯罪者と追う警察官
の攻防ドラマの主人公になってみませんか？ 壮大な世界観で描かれるエピックRPG最新作「ドラゴンエイジ：インク
イジション」や、EA SPORTSの最新作「FIFA 15」とブルース・リーも登場する「EA SPORTS UFC」をいちはやく試遊
できます。どうぞお楽しみに！

出展社名 エンザイム （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

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会社です。ローカライズ、QA、CS、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。Audiokineticの
Wwise（ワイズ）は、コンソールからモバイル/ソーシャルゲームまで幅広く活用されている、次世代ゲームオーディ
オを確実に実現する最先端のミドルウエアソリューションです。

出展社名 エンターブレイン （一般展示）

ブース概要
エンターブレインブースは『週刊ファミ通』出張編集部！　毎週ユーザーの目線に立ち最新情報や役に立つ攻略情
報をお伝えしている週刊ファミ通編集部が東京ゲームショウの会場に出張します！　さまざまなゲストをお招きして
楽しいトークを繰り広げます。また、その様子は「ニコニコ生放送」でも配信予定です！

出展社名 オインクゲームズ （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

新興アナログゲームメーカーとして数々の作品を世に送り出してきたオインクゲームズが、デジタルゲーム参入第
一弾「MUJO」を公開します。MUJOはこれといったゲームオーバーが存在しないなど、とても独特で、他のゲームに
ない特徴を持ったパズルゲームです。また、シンプルながらも繊細なグラフィックとアニメーションが、ゲームに触れ
ること自体を楽しい体験にしてくれます。

出展社名 大阪総合デザイン専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要
大阪総合デザイン専門学校では、本校コミックアート学科2年生によるゲームキャラクターデザインのプレゼンテー
ションを行ないます。
また本年4月に開校した大阪エンタテインメントデザイン専門学校のご紹介を行います。

出展社名 大阪デザイナー専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

大阪デザイナー専門学校はデザイナーを育成する専門学校として1962年に大阪の中心地である梅田に設立さ
れ、半世紀という歴史・伝統の中で蓄積してきたあらゆる力を活かし多くのデザイナーを輩出してまいりました。当
校ブースではコンピュータグラフィックス学科の学生が制作したゲーム企画を中心に映像、イラストレーションなど
デザインの総合デザイン校の強みを押し出した幅広い作品を展示しています。

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）

ブース概要

『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8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。

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）

ブース概要

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。
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出展社名 Oculus VR （一般展示）

ブース概要

2012年のプロトタイプ発表以来、「ついにゲームの世界に入り込める！」と全世界のゲーマーの熱い視線を集めて
きた話題のバーチャルリアリティ・ヘッドセット「Oculus Rift（オキュラス・リフト）」、国内公式初出展。今回Oculus VR
ブースでは、新型Oculus Rift開発キット「DK2」の体験デモを展示いたします。360度どこを見渡しても視野いっぱい
に世界が広がる、まさに自分自身がゲームの中に入ったような感覚を、是非体験しに来てください。

出展社名 OXiAB Game Studio （一般展示）

ブース概要
OXiABはキャンバレオンを出展するために、初めてTGSに参加するスペインのバルセロナにあるゲーム・スタジオ
です。キャンバレオンはプレイヤーが与えられた環境と自分の技術を利用して敵や脅威をすり抜けるゲーム。その
ためにプレイヤーは背景と同化するようなアイテムを作り、それを利用します。

出展社名 オランダ・ゲーム・フロント　オランダ王国大使館 （一般展示）

ブース概要

欧州の中心、大国に囲まれたオランダ。海外市場への適応能力、優れたデジタルインフラ、さらに｢産官学｣が連携
した産業振興の取り組みを背景に、オランダのゲーム産業はiPhone開発以来、目覚ましい成長を遂げています。
業界全体の従事人口が多く、その割合は米国や日本とほとんど変わりません。オランダではシリアスゲームと呼ば
れる応用ゲーム開発が全体の半数以上を占め、未来のゲーム市場として期待されます。

出展社名 鹿児島市 （一般展示）

ブース概要

「ライフスタイル×クリエイト」。南国の強い日差しを浴びた輝く海。世界有数の火山群と多様な泉質の温泉。そして
……美味。鹿児島はクリエイターの欲求を満たす、日常と非日常が混然一体となった街です。豊かなコンテンツと
人のつながりが生み出す、本物の「Creative Mind」。新たなビジネス展開をお考えの企業様、クリエイターの皆様、
鹿児島市のブースで、その一端を感じてください。

出展社名 神奈川工科大学 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

昨年、ねぶたのリズムでアオモリとホッカイドウが殴り合う地形リズムアクション「アオモリズム」で話題になった神
奈川工科大学ブースでは、神奈川工科大学独自のカリキュラムであるゲームクリエイター特訓にて学生が開発し
たオリジナルのデバイスを使った3つの新たなゲームを展示します。タイトルは「Let's Spanking」「はげピッ！ッ
ピ！」「ワットラットラッシュ」の3本。一般の皆様だけでなく、業界人も注目！

出展社名 カプコン （一般展示）

ブース概要

最新作『モンスターハンター4G』の新メインモンスター“セルレギオス”討伐がプレイアブル初出展！　新拠点「ドンド
ルマ」を再現したブースでは、筆頭ハンターや看板娘たちが皆様をお出迎え！　「逆転裁判」シリーズ新プロジェクト
『大逆転裁判 -成歩堂龍ノ介の冒險-』では、ここでしか見ることのできない最新情報が満載のスペシャル映像が迫
力の大画面で楽しめるスペシャルシアターを展開！　開発者自ら紹介するゲーム情報では、鋭意製作中の最新プ
レイ映像を本邦初公開！

出展社名 カプコン （ファミリーコーナー）

ブース概要

『ガイストクラッシャーゴッド』にしか登場しない新型ガイストや、超強力な「ゴッドガイスト」に挑もう！　ニンテンドー
3DSやソフトがなくても無料で体験できるぞ！　さらに、ニンテンドー3DSと自分の『ガイストクラッシャーゴッド』を
持ってきてくれたお友達は、特別な二次元コードをその場で読み取れるぞ！　※二次元コードの読み取りには、
セーブデータを第6話まで進めておく必要があります。

出展社名 ガルボア （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）

ブース概要

はじめまして！　東京ゲームショウ初参加の『株式会社ガルボア』です。海外で人気のスマホゲームを複数タイトル
一気に日本のみなさまにお届けします。またニコニコ動画で活躍する人気ゲーム実況者による生放送＆実況プレ
イも実施！【★ＭＣ：ドグマ風見　★ゲスト：ガッチマン／牛沢／フジ／キヨ（敬称略）予定】ブースにてゲームをＤＬし
ていただいた方に限定プレゼントもご用意。ご来場お待ちしております！

出展社名 韓国パビリオン （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
韓国コンテンツ振興院（KOCCA）によって運営されている韓国パビリオンです。モバイル・プラットフォームやオンラ
イン・プラットフォームに対応している様々な韓国のゲームを紹介します。

出展社名 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）

ブース概要

■宇宙海賊ポップイ　～侵略の角犬たち～ 株式会社ガンバレルがおくる"ポップ"なパズルゲーム！ 『角犬』たちと
一緒に新しい命を生み出そう！ ステージは全部で150！ 『宇宙海賊ポップイ』は、パネルをなぞるだけの簡単なパ
ズルゲームです。消し方は簡単！ 同じ種類のキャラクターもしくは同色のパネルを3つ繋げてなぞるだけ！ 連鎖
次第でスペシャル演出も登場！？ 制限時間内に、最高スコアを叩きだそう！！
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出展社名 KEYWORDS STUDIOS （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
キーワーズ・スタジオズのことや、通訳、オーディオ、検証、カスタマー・サポートなどのサービスについてもっとよく
知っていただくために、ぜひ私達のブースに来てください。

出展社名 GASH PLUS （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

GASH PLUSは決済、現地マーケティング、スマホアプリの共同運営、カスタマーサービスなどトータルペイメントソ
リューションをご提供可能です。GASH（Game Cash）は香港・マカオ・台湾で600万以上の有効会員を擁し、毎日約
10万件の取引を行っています。毎月売上高は2600万米ドル以上であり、アジア地域で最も親しまれているゲーム
通貨です。

出展社名 QUBIT 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）

ブース概要
「キューボット」は3Dロボットバトルゲームであり、ゲーム内では大量なロボットとパイロットを集めたり、進化したり
することができます。ゲーム内のロボットは全てキューブで作られます。プレイヤーご自身もロボットを作ることがで
きます。　http://qubitent.com/qubot

出展社名 金城大学短期大学部 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

石川県にある金城大学短期大学部では、○デザイン・映像コース○マンガ・キャラクターコース○油画・日本画コー
ス○ファッション・工芸コースという4つのコースを展開し、美術分野を幅広く学ぶことができます。卒業制作を中心
に学生が制作したCG・ゲーム企画、映像作品を展示し、グッズの無料配布もいたします。今回、初参加ですが北陸
からクオリティで負けない作品を揃えましたのでどうぞお立ち寄りください！

出展社名 クエリーアイ （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
スマホやタブレットで見られる電子書籍コンテンツの展示とビジネス向けには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「Query Seeker Analyze」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。

出展社名 クッキングママ （ファミリーコーナー）

ブース概要

クッキングママブースでは、2014年11月6日発売予定のクッキングママシリーズ最新作ニンテンドー3DS「クッキング
ママ：わたしのスイーツショップ」が発売前に体験できます。体験した方にはクッキングママ特製シールをプレゼン
ト！さらにクッキングママに登場しているママもブースにやってきます。ママのコスプレ衣装も用意していますので、
ぜひママと記念撮影をしてみてはいかがでしょうか。

出展社名 KLab （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

KLabは海外拠点を4か国に設置し、自社開発ゲームの海外展開を積極的に進めています。世界各国にゲーム配
信を行ってきた実績を基にしたノウハウを蓄えており、海外ユーザーに受け入れられるようマーケティングやローカ
ライズ体制を構築しております。東京ゲームショウでは弊社の国内外で展開する主要タイトルを複数展示していま
すので、モバイルオンラインゲームの世界展開に興味のある方は、お気軽にお立ち寄りください。

出展社名 クララオンライン （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

クララオンラインは、アジアに特化したゲームエージェント事業を展開しています。日本をはじめ、中国・韓国・台湾・
ASEAN地域でライセンスイン・アウトを検討されているお客様に向け、ゲームリサーチやアドバイザリーサービスだ
けでなく、マッチング・契約に関連する実務などもご提供します。異なる言語や商習慣の壁を乗り越えるお手伝い
は、アジアに強いクララオンラインにお任せください。

出展社名 KREEAPE INDONESIA （アジアニュースターズコーナー）

ブース概要
KREEAPEはインドネシアのアスリートをより多くの人々に知っていただけるように、トレーディング・カード・ゲームを
製作しています。

出展社名 グリー （一般展示）

ブース概要
新作ゲームの体験および予告編映像を上映します。また、多彩なステージイベントなど、ソーシャルゲームの楽しさ
を感じていただけるさまざまな企画を多数ご用意しております。ぜひグリーブースで最新作をご体験ください。詳しく
はグリーのＷｅｂサイトをご覧ください。

イベント名 アイドルマスター ミリオンライブ！（仮）
開催日時 9/20 15:00～

イベント内容
（出演者など）

 「アイドルマスター ミリオンライブ！」の声優によるTGS特別ステージ

出展社名 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）

ブース概要

初音ミクの新作スマートフォン向けゲーム2タイトル、ミクの音楽RPG『初音ミク　なぞの音楽すい星』と新作リズム
ゲーム『初音ミク　PuzzRemix』を展示いたします。ゲームを遊んでアンケートに答えると会場限定グッズのクリア
ファイルと缶バッチをプレゼントいたします。また、初音ミク等身大フィギュアの展示も行いますので是非お越しくだ
さい。
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出展社名 グルーヴ （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

スタジオ・グルーヴはプロフェッショナル向け録音スタジオとして大阪に誕生しました。以来20年、音楽に対する真
摯な姿勢と探究心は多くのお客様からご支持をいただいております。近年はスタジオ業務で培った録音・音楽制
作、音楽出版のノウハウを活かし、テレビ番組、展示会などの映像作品からゲーム、アプリまで各種コンテンツの
為の音楽ライブラリー、オリジナル音楽制作を取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。

出展社名 芸者東京エンターテインメント （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

芸者東京、現在新作2つ開発中。これを書いている8月上旬の時点では、TGS2014までにリリース間に合わなさそう
です。もし、この夏、怒濤の開発で間に合えば、ギリギリのお色気に挑戦します。もし、間に合わなかったら、心のき
れいな人にだけ見えることでおなじみ、伝統のエアブースにします。灼熱のサマー2014、芸者東京のスタッフがど
れだけがんばったか、その成果をブースにて、ご確認くださいまし。

出展社名 ゲームの電撃 （一般展示）

ブース概要

今冬、創刊20周年を迎える｢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、今年も｢ゲームの電撃｣ブースとして出展！　昨年に引き続きブース内特設スタジオ
では、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の生配信を
行います。ほかにも、｢電撃PlayStation｣20周年のカウントダウン展示や、恒例の電撃特製冊子配布もありますよ。

イベント名 TGS 2014“電撃オンラインch 超・生中継！”（仮）
開催日時 9/18～9/21

イベント内容
（出演者など）

「東京ゲームショウ2014」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、特設ブースより
生配信。

出展社名 神戸電子専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

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56年の歴史があり、ゲーム業界との強固な連携で“業界最前線”のセミナーを受講できるチャン
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
につけます。ブースでは試遊可能な学生作品を展示しています。

出展社名 コーエーテクモゲームス （一般展示）

ブース概要

コーエーテクモグループ各社の最新作を、映像、試遊、ステージ出展します。『ゼルダ無双』『討鬼伝 極』『真・三國
無双７ Empires』などの最新ゲームタイトルは、来場者に実際に遊んでいただける試遊台をご用意。ゲーム大会、
声優トークショー、コスプレコンテストなどのステージも実施します（一部ステージの観覧は事前登録制）。メインスク
リーンでは、最新タイトルの映像も上映します。

イベント名 コーエーテクモ コスプレコンテスト
開催日時 9/21 14:30～（予定）

イベント内容
（出演者など）

「コーエー」「テクモ」「ガスト」ブランド作品に登場するキャラクターを対象としたコスプレコンテストを開催！　毎回ハ
イレベルな争いが繰り広げられる人気ステージが復活します。

イベント名 『討鬼伝 極』 スペシャルステージ
開催日時 9/20

イベント内容
（出演者など）

8/28に発売された和風ハンティングアクションゲーム『討鬼伝 極』のステージを開催。声優ゲストや開発陣による
トークショー！

イベント名 「戦国無双」10周年スペシャルステージ
開催日時 9/20

イベント内容
（出演者など）

今年で10周年を迎える「戦国無双」シリーズ。最新作『戦国無双 Chronicle 3』を引っさげて、開発者や出演声優に
よるトークなどをおおくりします。

出展社名 コナミデジタルエンタテインメント （一般展示）

ブース概要

『METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN』をはじめ、ハイエンドコンテンツなど多数のラインナップを出展し
ます。ステージイベントやブースでの新作体験会を通じて、多くのお楽しみをご用意しています。また、会場の模様
はソーシャルメディアを活用し、ご来場いただけないお客様にもお楽しみいただける仕掛けを予定しています。どう
ぞご期待ください。

出展社名 Kobojo （一般展示）

ブース概要

Kobojoはフランスのパリとイギリス、スコットランドのダンディーに拠点を持つヨーロッパのゲーム開発会社で、優秀
な日本の開発者とのコラボに特化しています。ぜひ私達の最新作「Zodiac（ゾディアック）」を見に来てください。
「Zodiac」は伝説的RPGクリエイターとヨーロッパの最先端RPG制作チームとのコラボレーションによって誕生した
トップクォリティの2D-RPGです。プレイできるデモがブースにあります。
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出展社名 KONGZHONG （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

KONGZHONGは2004年にNASDAQ KZに上場しております中国大手のオンラインゲーム会社でございます。PCオ
ンラインゲーム、SPオンラインゲーム、モバイル関連サービスの3本を主軸に事業を構成しており、日本企業様と提
携のもと、日本国内のゲームタイトルやIP等の中国展開および当社展開のゲームタイトルを日本展開、また、日中
展開を視野に入れたゲームの共同開発をさせていただきたいと考えております。

出展社名 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）

ブース概要

かわいい動物達とぽこすか殴ってぽこすか侵略していくほのぼの侵略タワーディフェンスRPG『ぽこすか動物物語』
を体験できます。ゲーム本編はもちろん、"ぽこすか"が堪能できるミニゲームを開催！ミニゲームに負けるとアニ
マルに扮したコンパニオンのお姉さんかイケメンのお兄さんに"ぽこすか"されちゃいます！ミニゲームに勝つ
と・・・？またゴー☆ジャスによるYoutubeで配信中のゲーム実況放送『ゴー☆ジャス動画』の公開収録もあります。

イベント名 ゲームで遊んで『ぽこすか』『ぽこすか』
開催日時 9/18～9/21　10:00～17:00

イベント内容
（出演者など）

"ぽこすか"が堪能できるミニゲームを開催！　ミニゲームに負けるとアニマルに扮したコンパニオンのお姉さんか
イケメンのお兄さんに"ぽこすか"されちゃいます！　ミニゲームに勝つと……？

イベント名 ゴー☆ジャス動画＠Game Market公開収録
開催日時 9/18～9/21　1日2～3回（1回約30分)

イベント内容
（出演者など）

Youtubeで配信中のゲーム実況放送『ゴー☆ジャス動画』の公開収録です。ゴー☆ジャスとアシスタントのよきゅー
ん（乾曜子）によるゲーム実況をお楽しみください。

出展社名 CyberZ （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

世界初公開、スマホゲームのプレイ動画共有サービス「OPENREC」（オープンレック）を中心としたプログラムを展
開。ビジネスデイでは、「モンスターストライク」でお馴染みのミクシィ森田社長による空前の大ヒット秘話を公開。一
般デイでは、全世界で大ヒット中の「キャンディークラッシュ」頂上決戦など開催。国内外で人気タイトルのデジタル
アイテムや、スマホならではのノベルティも沢山ご用意しておまちしております♪

イベント名 ゲームショウ限定！モンスト×キャンディークラッシュ　トップ対談
開催日時 9/18 15:00～16:00

イベント内容
（出演者など）

大ヒットタイトル「モンスターストライク」を手掛けるミクシィ代表 森田氏と、累計5億ダウンロードを超える「キャン
ディークラッシュ」のKing Japan代表 枝廣氏、アジア・USを中心にスマホ広告事業を展開するCyberZ代表 山内に
よるトップ対談が実現。

イベント名 日本メディア初登場、米MachineZone × King　世界大ヒットスマホゲームタイトルのトップ対談
開催日時 9/18 午後

イベント内容
（出演者など）

全世界30カ国以上で愛され全米トップのMMORPG「Game of War」を提供するMachineZone社のCEOと、世界で一
日1億人がプレイする「キャンディークラッシュ」のKing社 CMOによる対談。アジアスマホゲーム市場における展望
など対談予定。

イベント名 タレントの鈴木奈々さん参戦！スマホゲーム動画頂上決戦
開催日時 9/20 13:00～14:00

イベント内容
（出演者など）

人気スマホゲームをプレイ動画で楽しむ企画を展開。スペシャルゲストとしてタレントの鈴木奈々さんをお招きし、
スマホゲームプレイ動画の楽しみ方を紹介していきます。スマホゲームの"中の人"と、対決できるチャンスも？！

イベント名 にゃんこ大戦争　キモかわ☆にゃんこ大集合ステージ
開催日時 9/21

イベント内容
（出演者など）

キモかわ☆にゃんこで大人気、あの「にゃんこ大戦争」ステージ企画が登場！超難関ステージを、レアキャラで痛
快に攻略していきます。スペシャルゲストをお招きして、「にゃんこ大戦争」の開発チームのみなさんと大乱闘を繰り
広げます。参加者みなさんへ、ゲーム内で使えるデジタルアイテムプレゼント予定！お楽しみに。

イベント名 世界一の頭脳決定！リアルタイム対戦脳トレ「BrainWars」ステージ
開催日時 9/20・21

イベント内容
（出演者など）

リリースから3カ月で200万ダウンロード突破、全米そしてアジア各国で大ヒット中のリアルタイム対戦脳トレゲーム
「BrainWars」のステージ企画。世界NO.1のスコアを保有する、名スマホゲーマーと対決できるチャンス！世界一の
頭脳決定戦を繰り広げます。
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出展社名 Cyberith Virtualizer （ゲームデバイスコーナー）

ブース概要

バーチャライザーを試してみてください！　バーチャライザーは進歩的な全方向性のトレッドミルで、プレイヤーは仮
想現実の世界で歩いたり、走ったり、攻撃したり、跳んだり、しゃがんだりできます。どんな自由な動きもできるよう
に、360度回転可能でありながら、絡むことのないリングが垂直についています。バーチャライザーは消費者がすぐ
に楽しめるバーチャルリアリティ・ゲームのハードウェアの開発に一石を投じる画期的な商品です。

出展社名 サムスン電子ジャパン （一般展示）

ブース概要
この度、GALAXYがＴＧＳに初出展！　携帯電話端末メーカーが登場するのは訳がある？！　なんと、世界で話題
のあのＶＲゴーグルを日本で初お披露目します。コンテンツも体験できる専用コーナーを設置して、なんとあのアイ
ドルがＶＲになる。イベントも開催して限定ノベルティもＧＥＴできます！ 乞うご期待！

出展社名 サン電子 （ロマンスゲームコーナー）

ブース概要

サンソフトが提供する女性向け恋愛シミュレーションゲーム『俺！シリーズ』最新タイトル『ごくメン！～俺がマフィア
のお嬢様！？～』の世界を完全再現！！？？　乙女なら一度は夢見たような天蓋付きのベッドの上で、男装のイ
ケメンたちがお嬢のお帰りをお待ちしております。イケメンと過ごす「甘～いひととき」をぜひ、ご体験ください♪「お
帰りなさいませ！お嬢！！」

出展社名 サン・フレア （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

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
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ください。

出展社名 CRI・ミドルウェア （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

PS4、Xbox Oneなどの最新ゲーム機からスマートフォン、アミューズメント機器向けまで、マルチプラットフォームに
対応したミドルウェアを出展いたします。Unity、Cocos2d-x、Unreal Engine 4などの各種エンジンに対応し、サウン
ド／ムー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などアプリ開発も強力にサ
ポートする、さらに便利になったCRIWAREをご紹介します。最新デモをご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りく
ださい。

出展社名 GMOスピード翻訳 （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

「スピード翻訳 by GMO」では、”インターネット”があればいつでも、どこでも、どなたでもご依頼いただける人力翻
訳サービスを提供しています。最短 30 分から納品が可能で、オンラインとオフライン合わせて、全58言語に対応し
ております。今回の出展では、弊社のサービスを体験できるコーナーを設けておりますので、是非足をお運びくださ
い！

出展社名 ジェナ （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
ファイナルトレジャーは、ブロック破壊が爽快な育成パズルゲームです。東京ゲームショウ2014当日は、豪華賞品
が当たるくじ引きを実施します。お友達をお誘いのうえご参加ください！
■FINAL TREASUREhttp://finaltreasure.com

イベント名 ファイナルトレジャー豪華くじ引き抽選会
開催日時 9/18～9/21　11:00～16:00

イベント内容
（出演者など）

9月18日から21日の4日間、ブースに設置されたステージで、豪華賞品が当たる、くじ引き抽選会を実施します。当
日、東京ゲームショウに来られない方は、ウェブからの事前エントリーも可能です。9月17日までにファイナルトレ
ジャー公式サイトからご応募ください。

出展社名 Generis （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
私達はウェブ、アプリケーション、ゲーム、共同外部委託事業など、アプリを通じて生き生きとした2Dのアニメーショ
ン技術を提供している会社です。パズルゲームや学習ゲームを紹介したいです。また、私達の技術を利用したアウ
トソーシングやコラボの可能性を探りたいと考えています。スマートフォン用のゲームアプリの展示をいたします。

出展社名 SHINE RESEARCH （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

Shine Research の会社活動は以下のことに焦点をあてています。【ゲーム・エンジン開発】PC、Mac、iOS、
Android、GameStick、Xbox 360、PS3, PS4, Wii Uなど、様々なプラットホームで使えるゲーム・エンジン開発とライセ
ンシング。【コンサルティング】経験豊かなわが社のチームが開発過程全体を援助し、技術的なサポートも行いま
す。【請負業務と共同開発】開発全体あるいはその一部を請け負ったり、ゲームのサポーティングも行っています。

出展社名 Julian Impelluso (Gamester) （一般展示）

ブース概要 PC、アンドロイド、iOS用のQuark Stormのデモ・バージョンを紹介します。
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出展社名 尚美学園大学 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

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。

出展社名 シリコンスタジオ （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
シリコンスタジオが開発している新型グラフィックスエンジンの最新リアルタイムデモを展示いたします。担当のエン
ジニア、営業が常駐しておりますので、次世代タイトルへの弊社エンジン導入にご関心をお持ちの方は是非シリコ
ンスタジオブースにお越しください。

出展社名 SWISS GAMES （一般展示）

ブース概要
Swiss Gamesは賢い技術を用いた驚くようなインタラクティヴ・デザインと、多岐にわたるクリエイティヴなアプローチ
で国際的な成功をおさめることができると確信しています。スイスの芸術文化振興会、そして駐日スイス大使館を
代表して、皆さまをお待ちしております。スイスに対するあなたの関心が高まることは間違いありません！

出展社名 スウェーデンパビリオン （一般展示）

ブース概要

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 （一般展示）

ブース概要

スクウェア・エニックスブースではキングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス-、ファイナルファンタジーエクスプローラー
ズを始めとする発売前のゲーム体験コーナーやファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア特設コーナー、ブレイ
ブリーセカンドなどの新作ゲームの映像を上映するメガシアターの他、ステージイベントなどコンテンツもりだくさん
です。スクウェア・エニックスブースへのご来場、お待ちしております。

出展社名 スマイルブーム （一般展示）

ブース概要

スマイルブームの看板タイトル「プチコン」シリーズの最新作『プチコン3号』（ニンテンドー3DS ダウンロードソフト・こ
の秋配信予定）を展示します。今度のプチコンは立体視で飛び出す3DSならではのプログラムがつくれちゃう！ パ
ワーアップしたグラフィック機能や新しい命令入力支援機能など、新機能をひと足先にブースで体験！試遊したい
方も、夢幻的におおらかでアットホームなブースで一息つきたい方もぜひお越しください！

出展社名 セガ （一般展示）

ブース概要

11月27日に発売予定の完全新作・本格RPG『ファンタシースター ノヴァ』をプレイアブルで出展！シリーズ最新作
の『龍が如く０　誓いの場所』はシアター上映を実施。そのほか、人と竜、ふたつの姿を持つ少年が主人公のファン
タジーRPG『シャイニング・レゾナンス』や、電撃文庫のキャラクターたちが多数参戦する2D対戦格闘『電撃文庫
FIGHTING CLIMAX』など豊富なラインナップを出展しております。ぜひ、セガの最新作をご体験ください。

出展社名 セガ （ファミリーコーナー）

ブース概要

「お金」がテーマのマネーバトルRPG、ニンテンドー3DS『ヒーローバンク2』が早くもプレイ可能！　タッグパートナー
との組み合わせが勝負のカギを握る、2VS2の白熱バトルが楽しめるぞ！　お金を集めて強力な必殺わざや、仲間
との絆を深めて繰り出すド派手なツープラトン攻撃を決めろ！プレイするともれなくヒーローバンク2オリジナルリス
トバンドをプレゼント！　宇宙最速で『ヒーローバンク2』を遊んじゃおう！

出展社名 7QUARK （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
400種類以上の美少女が集まる新感覚の戦略育成系RPGゲーム「スーパーストリングガールズ」が初登場！！
科学と魔法が共存する異世界を舞台とするファンタジー。元素を擬人化した美少女たちとドキドキワクワク冒険しま
しょう！そのほか、新作タイトルを多数展示予定！

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）

ブース概要

ゲームクリエイター学科2年生および既卒者の作品を展示します。本校はゲームデザイン専攻とゲームプログラム
専攻の2専攻になります。それぞれ専攻ごとに教育プログラムを設けています。短期間ですが基礎～作品制作を
行っています。変動の激しい業界に対応できる人材を育てていきたいと考えています。教育プログラムの成果（作
品）をご覧ください。

出展社名 専門学校 東京デザイナー学院 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

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。
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出展社名 専門学校 東京ネットウエイブ （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

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！　専門生、
高校生がコラボ。全学科合同で、それぞれの役割を生かして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）

ブース概要

専門学校ビーマックスは、岡山駅から徒歩圏内にある情報処理・公務員・医療事務・エアライン・ブライダル・会計
などの総合専門学校です。作品制作をチームで行い、アイディア抽出法からプロジェクト進捗管理なども含めた実
際の業務に沿った開発実習を実践します。アプリ制作・Ｗｅｂ・ＣＧ・ゲームなど、様々な技術を実習中心に学び、実
践力のある職業人材を育成します。本校ブースで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 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）

ブース概要
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、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。

出展社名 ソニー学園　湘北短期大学 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

本学は、1974年に学校法人ソニー学園により設立された総合短期大学です。情報メディア学科では、ビジネスソフ
トの使い方からWebやCG、ゲームやアプリの製作まで、コンピュータを使った様々なシーンで活躍できる人材を育
成します。当校ブースでは、メディアデザインフィールド、ITフィールドの学生作品を展示します。映像やPCゲーム、
Androidアプリなど、様々な作品があります。ぜひブースに遊びに来てください。

出展社名 ソニー・コンピュータエンタテインメント （一般展示）

ブース概要
「世界が、遊びで一つになる。」をテーマに、PlayStation®4、PlayStation®Vita、PlayStation®3の話題の新作タイト
ルを多数出展、ステージイベントも実施予定です。また、世界で注目を集める“Project Morpheus”が日本国内初登
場！進化を続けるPlayStation®プラットフォームにご期待ください。

出展社名 台湾ゲーム館 （一般展示）

ブース概要
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12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、25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ります。

出展社名 ディー・エヌ・エー （一般展示）

ブース概要

ディー・エヌ・エーのブースでは、Mobage新タイトル発表をはじめ、人気タイトルプロデューサートーク、Mobage人気
美少女タイトルの声優さんをゲストに迎えてトークショーなど、様々なコンテンツをステージ壇上にて予定しておりま
す。また、ステージ外のスペースでは、美少女キャラに扮したコンパニオン達が、各種ノベルティグッズを配布予定
ですので、みなさま、是非、お気軽にブースにお立ち寄りください！！

出展社名 DMMゲームズ （一般展示）

ブース概要

ついに東京ゲームショウに、DMMゲームズが初出展！4月の正式リリースから新類型RPSタイトル「HOUNDS」をは
じめとする、大人気タイトルが勢揃い。初出展ながらも、インパクトのある巨大ブースには、ステージが併設され、ニ
コニコ生放送の人気番組「実況プレイROOM」とも連動したステージ企画が盛りだくさん！人気ゲーム実況主や大
物ゲストも大勢出演予定！ブースでは限定シリアルコードの配布も予定！

イベント名 HOUNDS 実況プレイROOM
開催日時 9/20

イベント内容
（出演者など）

DMMゲームズが誇る大人気RPSタイトル「HOUNDS」の実況プレイステージイベント！当日はニコニコ生放送でも
人気実況主、タレントを交えて「HOUNDS」の面白さを体感してもらいます。もちろん、今回もニコニコ生放送での同
時実況放送もあり、見所満載です！　来場者/視聴者限定プレゼントなども用意しております！

イベント名 かんぱに☆ガールズ 実況プレイROOM
開催日時 9/20

イベント内容
（出演者など）

DMMゲームズ待望のソーシャルRPGタイトル「かんぱに☆ガールズ」。人気実況主やタレントゲストをむかえて「か
んぱに☆ガールズ」の魅力をいち早く実況プレイでお届け！

イベント名 戦国闘檄 ～バーニングスピリッツ～実況プレイROOM
開催日時 9/20・21

イベント内容
（出演者など）

DMMゲームズの人気RTS「戦国闘檄〜バーニングスピリッツ〜」の実況プレイステージイベント！　当日はニコニコ
生放送でも人気実況主、歴ドル、タレントを交えて「戦国闘檄」の面白さを体感してもらいます。会場が萌えあがる
事間違いなし！来場者/視聴者限定プレゼントなども用意しております！

12



東京ゲームショウ2014
出展ブース概要＆ブース内イベント一覧（50音順）

 2014/9/5

イベント名 SKYLORE 実況プレイROOM
開催日時 9/20・21

イベント内容
（出演者など）

DMMゲームズ待望の新規タイトル「SKYLORE」。アニメーションのようなグラフィックと海賊系ファンタジーの史実を
元に作られたストーリーを皆さんの前で実況プレイ。当日はニコニコ生放送でも大人気の実況主、人気タレントを交
えて「SKYLORE」の世界観を体験してください！

イベント名 BATTLE OF HOUNDS ～Road To TGS2014～
開催日時 9/21

イベント内容
（出演者など）

総額100万円の賞金をかけたHOUNDS公式ゲーム大会の準決勝と決勝戦を実施します。8月のオンライン予選を
勝ち抜き、準決勝まで残った全4クランによる最終トーナメント！白熱するバトルと、熱きクラン同士の戦いを見逃す
な！

出展社名 ディースリー・パブリッシャー （一般展示）

ブース概要

PS Vita『地球防衛軍2ポータブルV2』、PS4『お姉チャンバラZ2 ～カオス～』をプレイアブルで出展。大幅に進化し
た人気シリーズの最新作を、いち早くご体験いただけます。また、ブース内ステージでは「ドリームクラブ」からホス
トガール達が出張出店。歌とダンスの楽しいステージショウを披露するほか、なな、なんとEDFに入隊しちゃうか
も！？

出展社名 ディーピー （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）

ブース概要

誰でもカンタンに楽しめる新感覚アクション「スクラッチパイレーツ」を展示します！　本作は、iPhone/Android対応
のソーシャルゲームです。個性的なキャラが繰り広げる、激アツの「スクラッチバトル」に加え、自分だけの船もカス
タマイズできる「やり込み要素満載」のゲームです。ゲームショウでは、「SRカード」を限定配布！！　併せて、ギフト
券50万円分が当たるキャンペーンも実施中！　ぜひ、「パオン×ディーピー」ブースにお立ち寄りください！

出展社名 T-REX LAB （一般展示）

ブース概要
国際的アートサービスを提供している会社です。業界で最も優れた知識と製品を基に、世界中のデジタルエンタメ
開発者の支えとなり、有能なアートソリューションを与えることに力を入れてます。

出展社名 DICO （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
DICOは、多言語へローカライズできるゲーム開発会社です。2Dイラスト制作・3Dモデル、プロト制作、アプリ開発全
般等、海外への進出を検討の方は、ローカライズ、音声収録等も行っております。あらゆるサービスを展開しており
ますので、どうぞお立ち寄りください。

出展社名 DXRACER(ルームワークス) （ゲームデバイスコーナー）

ブース概要

DXレーサーゲーミングチェア新製品を展示いたします。DXレーサーは世界中のeスポーツプレーヤーの間で愛さ
れているeスポーツ用に開発されたフィット感ある疲れにくいチェアです。世界中のeスポーツトッププレーヤーが使
用する製品をゲームショーで是非体感ください。TGS大会期間中に開催される「CYBER GAMES ASIA」でも公式
チェアサプライヤーとして参加しております。http://expo.nikkeibp.co.jp/tgs/2014/event/cga.html

出展社名 電撃オンライン （一般展示）

ブース概要

ゲームを中心に最新＆最深情報を毎日発信する総合エンタメサイト「電撃オンライン」が今年もTGSに登場です。
話題のVRヘッドセット『Oculus Rift』体験を実施。さらなる次元へと突入する“ゲームの新たな可能性”を、ぜひ体感
してください！　また、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今年も配布い
たします。

出展社名 デンゲキバズーカ!! （一般展示）

ブース概要
この秋、全てのゲーム情報が集まった子ども向けゲーム総合誌が誕生！　それが「デンゲキバズーカ!!」。ここでし
か遊べない3DS用オリジナルダウンロードゲームが付いたり、超面白いマンガも読める、この全く新しいゲーム雑
誌の全容がわかる0号小冊子を配布します。創刊まで持っているといいことがあるオマケ付き！

出展社名 デンゲキバズーカ!! （ファミリーコーナー）

ブース概要
この秋、全てのゲーム情報が集まった子ども向けゲーム総合誌が誕生！　それが「デンゲキバズーカ!!」。ここでし
か遊べない3DS用オリジナルダウンロードゲームが付いたり、超面白いマンガも読める、この全く新しいゲーム雑
誌の全容がわかる0号小冊子を配布します。創刊まで持っているといいことがあるオマケ付き！

出展社名 電撃PlayStation （一般展示）

ブース概要
今冬創刊20周年を迎える、“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」が今年も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。
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出展社名 東京エレクトロン デバイス （一般展示）

ブース概要

GamePopは米シリコンバレーの会社BlueStacksが開発した国内初の家庭用ゲームプラットフォームサービス。多
様なジャンル＆500タイトルに上るAndroidゲームアプリが月額定額で遊び放題。毎月トップ人気ゲームに更新され
常に新鮮なライナップを維持。美しいUIと専用リモコンの使用で新しいユーザー体験を実現します。GamePopの
ゲームは専用SDKが不要で、専用リモコンのマッピングはBlueStacksが開発。今後STBやTVへの搭載も計画され
ている、今注目を集めるサービスです。

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）

ブース概要

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。近年では90%以上の業界就職を達成しており、卒業生がクリエーターとして活躍していま
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作品を中心に展示しています。

出展社名 東京実業高等学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

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。

出展社名 東京情報大学　学友会 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

情報大の選べる12コースの中にはゲーム・アプリケーンコースなどのクリエイティブなカリキュラムを持つコースも
あります。情報大に入学するまでゲーム制作経験ゼロだった学生も今回のブースに作品を出品しています。情報
大の生徒が授業や講義、部活動や研究活動などを通して製作した作品を展示しています。情報大の「今」を感じら
れるブースになっています。短い時間で遊べるゲームもあるので、ぜひ遊びに来てください。

出展社名 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）

ブース概要

TECH.C.は、「産学協同教育システム」の下、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ま
す。今回はPCゲーム、Android／iPhoneアプリといった学生作品を展示するので、ぜひブースにお立ち寄りくださ
い。詳細はTECH.C.TGS特設サイト（http://www.tech.ac.jp/c/tgs2014）まで。

出展社名 東北電子専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

【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。

出展社名 トップクリエイターズ （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

最新型「脳波センサーウェアラブル端末」と連動した、対戦型スマートフォンゲームをご紹介します。脳波センサー
端末は、ターゲットユーザやゲーム仕様に合わせて、様々な形態の端末を開発することも可能です。参考出品とし
て、技術提携会社の脳波センサーを使ったアーケードゲーム機も展示します。その他、弊社特許取得済のコピー
ガード技術や、算命学に基づいた「神キャラ占い」のご紹介もいたします。

出展社名 トランス・コスモス （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）

ブース概要

◆スマートフォンゲームブランド【渋三あっぷす】◆大人気の新感覚操作型タワーディフェンス『戦国ディフェンス』の
ここでしか遊べない未公開ステージを公開！！　その他、60種以上のカジュアルゲームを展示！　また、産経アプ
リスタ提供のここでしか手に入らないスマホの裏技や面白情報などの冊子を限定配布！　もれなくプレゼントが当
たる抽選会も実施中！

イベント名 抽選会
開催日時 9/18～9/21　10:00～16:00

イベント内容
（出演者など）

抽選会を常時開催します！景品は当日のお楽しみ！皆様ふるってご参加ください！メイドさんがお待ちしてます！

イベント名 大抽選会
開催日時 9/20～9/21　10:00～16:00

イベント内容
（出演者など）

メイドさんと抽選会を常時開催します！景品は当日のお楽しみ！皆様ふるってご参加ください！
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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）

ブース概要

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
62年の歴史を持ち6分野24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。

出展社名 ナッシュスタジオ （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

モバイルアプリ・ブラウザゲームなどのコンテンツ制作にご使用いただける業務用の著作権ロイヤルティフリー音
楽ライブラリー「NASH MUSIC LIBRARY: FREE USE MUSIC」をご紹介いたします。自社オリジナル制作の約20,000
トラックの音源を、1トラック500円（税別）よりWEBサイトにて販売。一度料金をお支払い頂ければ何度でもコンテン
ツのBGMとして繰返しご使用いただけます。

出展社名 新潟高度情報専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要
今年も魅力的な7作品を出展します。RPGと人狼の要素が絡み合ったドキドキアクション「ベルナル王子といぶかし
の森」／ステージの表と裏を駆使して進む「竹取物語」／頼るのは己の剣のみ「ALONE IN THE KNIGHTS」／眼鏡
でおばけの脅威から逃げ切れ「科学の力と不思議なお城」　など他3タイトルを是非お楽しみください。

出展社名 新潟コンピュータ専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

新潟から16年連続ゲーム作品を出展している本校は、ゲーム・システム・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。年に数回行われるチーム制作を通して、各業界で必要とされる高い技
術力とコミュニケーション能力を磨いています。展示では、日本ゲーム大賞に応募した作品を厳選して展示してい
ます。また、新潟らしいプレゼントも配布予定ですので是非お立ち寄りください。

出展社名 ニコニコ （一般展示）

ブース概要
ニコニコ主催のインディーゲームコンテスト「ニコニコ自作ゲームフェス」に投稿されたゲームの紹介を行います。
ゲーム実況動画や書籍化、映画化などで盛り上がる自作ゲームの世界を体験しよう！　ゲーム実況の魅力も「ス
テージ」「体験ブース」でお届け。あなたも実況してみませんか!?

イベント名 自作ゲーム実況ステージ
開催日時 9/20 9/21

イベント内容
（出演者など）

ニコニコブースのステージで、「ニコニコ自作ゲームフェス」に応募されたタイトルから選定して「ゲーム実況」を行い
ます。

出展社名 ニフティ （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

スマホゲーム開発に必要なサーバーサイドの汎用機能を提供するニフティクラウドmobile backend（mBaaS）をご紹
介します。mBaaSを活用することで、サーバの開発や運用から解放され、本来のゲーム開発に集中することがで
き、開発費削減やスピードアップが図れます。併せて、海外展開支援ソリューションも展示します。ゲームの開発高
速化・海外展開にご興味のある方お待ちしています！

出展社名 日本アセアンセンター （アジアニュースターズコーナー）

ブース概要

国際機関日本アセアンセンター（貿易投資部）は、昨年に引き続き東京ゲームショウに出展いたします。ASEAN10
カ国（ブルネイ・ダルサラーム、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、映像などに関わる有望企業54社が来日し、「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連の皆様と意見交換や商談を行います。急速に発展する
ASEAN地域へのビジネス拡大のきっかけの場としてご活用ください。

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）

ブース概要
ゲーム・アニメ・CG学生作品の展示・上映。教育成果発表。学校案内各種資料配布。　学生制作のゲームによるオ
リジナルノベルティ賞品付アトラクションを実施します。

出展社名 日本電子専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

東京は新宿・大久保に位置する、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。19回連続で
の出展に際し、現役の学生が制作する『ゲーム作品』を展示することにこだわってまいりました。産学連携企画作
品や各種コンテストにおいて受賞させていただいた作品なども含めて全て学生がご案内いたします。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！！
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出展社名 日本ビジネスシステムズ （クラウド/データセンターパビリオン）

ブース概要

システムトラブル、アクセス負荷、セキュリティ攻撃、ネット炎上からおさらば！　弊社のマネージドサービスでご担
当者の安眠を提供します。展示では弊社のサービスで利用しているNimsoftの監視デモを実施しております。
Nimsoftは、ラックスペース社をはじめ、世界36か国2000社で使用されているインフラ統合監視ツールです。運用に
お困りの方、是非お立ち寄りください。

出展社名 日本マイクロソフト （一般展示）

ブース概要

9月4日発売の新世代のプラットフォーム「Xbox One」の新作ゲームタイトルを大規模に試遊展示。いち早くXbox
Oneの年末年始に向けて発売開始となるタイトルを体験いただけます。Xbox One専用タイトルから、定番メジャータ
イトルまで用意し、Xbox Oneのゲームの世界を余すことなくご覧いただけます。マイクロソフトブースでしか体験で
きない大型タイトルも数多く用意しています。

出展社名 沼津情報・ビジネス専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

沼津情報・ビジネス専門学校は、7つの学科を持つ総合専門学校です。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。

出展社名 ネットエージェント （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

ネットエージェントブースでは、診断対象のオンラインゲームを実際にプレイし『ゲームシステムを理解』した上で
チート行為を行い、診断対象のゲームに特化した脆弱性の検出・改善方法の提案を行うゲームセキュリティ診断
サービスをご紹介します。課金アイテムの不正複製と取得の防止や、チート行為の横行・ゲームストーリーの崩壊
現象を防止しユーザー離れを防ぐ等、お客様の大切なゲームによる収益向上・損失回避を実現します。

出展社名 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）

ブース概要

親子で楽しく安全に遊べてちょっと学べるゲームを多数プレイアブル出展します。（1）大人気アプリ「タッチ！おしゃ
べりずかん」「発掘！恐竜パズル」等のバージョンUP版を出展！　（2）穴を掘って世界を旅するアクションゲーム
「ザ・ブラジル」を初め、新作アプリも多数出展！　（3）新展開シリーズアプリ「ペーパーパズル」発表！などブース
の見どころはたくさんあります。

出展社名 ハッピーミール （ファミリーコーナー）

ブース概要

親子で楽しく安全に遊べてちょっと学べるゲームを多数プレイアブル出展します。（1）大人気アプリ「タッチ！おしゃ
べりずかん」「発掘！恐竜パズル」等のバージョンUP版を出展！　（2）穴を掘って世界を旅するアクションゲーム
「ザ・ブラジル」を初め、新作アプリも多数出展！　（3）新展開シリーズアプリ「ペーパーパズル」発表！などブース
の見どころはたくさんあります。

イベント名 「バニラ」と一緒に記念撮影しょう！
開催日時 9/20・21　11：30～　16：30～

イベント内容
（出演者など）

ハートフレーバーのキャラクター「バニラ」のキグルミが登場し一緒に写真撮影ができます。各回　20～30分程度を
見込んでいます。

出展社名 バンダイナムコゲームス （一般展示）

ブース概要

会場内で最大級のブースに話題の新作タイトルが集結！プロモーションビデオの上映や、ブース全体を使ったス
テージイベント、人気IPのフォトスポット等、数々の施策でご来場の皆様に「ワクワク」をお届けします。また、9月20
日・21日にはブース内のニコニコ生放送スタジオより、人気実況主を起用したライブ配信を実施！人気アプリタイト
ルによるTGSスペシャルコラボ企画もありますので、ぜひお立ち寄りください。

出展社名 バンダイナムコゲームス （ファミリーコーナー）

ブース概要

ブース内にぎゅぎゅっと詰まった最新ゲームの試遊が12タイトル！『ワンピース 超グランドバトル！X』といった男の
子に人気のタイトルや『アイカツ！365日のアイドルデイズ』などの女の子向け定番タイトルに加えて、親子で盛り上
がれる『藤子・F・不二雄キャラクターズ 大集合！SFドタバタパーティー！！』、『太鼓の達人　特盛り！』なども！ま
るでおもちゃ箱をひっくりかえしたようなバラエティ豊かなラインナップがお楽しみいただけます。

出展社名 東日本デザイン＆コンピュータ専門学校 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

群馬県前橋市にあるゲーム、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です。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高い評価を得ています。今年のブースでは、産学協同で
制作したCG作品や先端的なデバイスを活用した映像作品の展示上映とコース間連携のプロジェクトチームで制作
したゲームを試遊できます。また、当日は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。
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出展社名 ピグミースタジオ （一般展示）

ブース概要

ピグミースタジオブースでは今年12月発売予定のPS Vita専用ソフト「LA-MULANA EX」をいち早くプレイできます。
全ての文明の始まりと言われる巨大遺跡「ラ・ムラーナ」。そこに眠る“生命の秘宝”を求めて冒険する遺跡探検考
古学アクションゲーム。ブース内ではオリジナルグッズがゲットできる挑戦も開催予定。LA-MULANAの秘密を解き
明かせるか！

出展社名 Hippie Game （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

ゲームを紹介したり、ゲームに関するチラシを配っています。またゲームのデモ版を試してみることができます
（iPhoneとiPadで利用可能）。ご紹介するゲームの名称は「Never Gone（ネヴァー・ゴーン）」。敵と戦うアクション・
ゲームです。メインのキャラクター2人と新たに私達が開発したモンスターが登場する短い映像でデモ・プレイの様
子が見られます。見終わったあとに自分たちでゲームを楽しんでください。

出展社名 Facio Culture （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

AeyeとはARを広告とPRに広く使おうというプロジェクトのことです。スマートフォンにAeye APPをダウンロードすれ
ば、AEye魔法を施したリアルな物からさまざまな情報が読み取れます。「ゲームのパッケージから3Dキャラク
ター」、「本の表紙から試読ページ」、「CDから音声入りメッセージ」、クーポン券やスタンプ等さまざまな拡張情報が
入手できます！　ブースではUNLINGHTゲームの関連グッズと携帯クリーナーを差し上げています。

出展社名 V３ （一般展示）

ブース概要

V3はPlaystation VITAを含むマルチプラットフォームで展開予定の新作ゲームプロモーション映像を展示します。あ
の懐かしの人気キャラがみんな美少女になって敵の美少女達と激しいアクションバトルを繰り広げます。バトルの
最中にあんな格好やこんな格好、時には生まれたままの姿になってしまうかも！どんなキャラが登場するのかは、
ぜひブースでご確認ください！ここでしか手に入らない限定グッズがあるかも！？

出展社名 Vpon （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
独自の技術とカスタマイゼーションの利点で、ビッグデータ処理と解析機能だけでなく、適当なTAカバー率も高い。
日本、台湾、香港、中国、アジア、あなたのクロスチャネルデジタルマーケティングを精確に制御する強力なDSPの
広告ネットワーク。

出展社名 PUMO （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

PUMOは今年TGSへ初出展します。ブースではニンテンドー3DS「ぐんまのやぼう」と新作「王国の道具屋さん」をプ
レイアブルで。スマートフォン向けゲームでは「羊カウント」「アイドル伝説」等のオリジナルタイトルと「絶対防衛レ
ヴィアタン」を出展予定です。ブースには出展タイトルに関係のあるスペシャルゲストの来場も！？PUMOブースで
はTGS限定パンフレット等の配布も行います。是非ブースへお越しください！

イベント名 群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」来場！
開催日時 9/20

イベント内容
（出演者など）

群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」が「ぐんまのやぼう for ニンテンドー3DS」の応援とゆるキャラグランプリ投票の
お願いに来場！（※予定）

イベント名 「絶対防衛レヴィアタン」コスプレイヤー来場なんだもん！
開催日時 9/18・20・21

イベント内容
（出演者など）

絶対防衛レヴィアタンのコスプレイヤーがPUMOブースに登場。絶対防衛レヴィアタンのPRを行います。（※予定）

出展社名 FORTUMO MOBILE PAYMENT （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
Fortumoは国際的なモバイル・ペイメント・プロバイダーです。様々なウェブ・サービスやモバイルアプリの支払いを
モバイルで行うことを可能にしています。Fortumoのサービスは2013年11月の時点で、6大陸、78ヵ国で9万5千人
以上が受けており、さらなる拡大が期待できます。

出展社名 フォーラムエイト （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

3D バーチャルリアリティ（VR）を、誰もが無料でスマホやタブレットで共有し、操作できる画期的なVR-Cloud®！
ゲーム性を持たせることで、新たな活用方法を提案。新しいオンライン鉄道ゲームも提案します。その他、3DVRソ
フトUC-win/Road Education バージョンでジュニア向けのVR体験を実施。最先端表現技術利用推進協会からは、
3DVRをはじめとした最新の表現技術動向をご紹介。
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イベント名 VR-Cloud®  体験プレゼント
開催日時 9/18～9/21　毎正時

イベント内容
（出演者など）

3DバーチャルリアリティをWeb上で共有し、操作できるVR-Cloud® のプレゼンテーションと体験イベントを実施。参
加して名刺交換した方には、オリジナルグッズをプレゼントします！

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）

ブース概要

コンシューマゲームやスマートフォン向けゲームなどで、バラエティ豊かなフォントが利用できるライセンスプログラ
ム「ゲーム業界向けLETS」を紹介いたします。LETSのラインナップに筆文字で人気の白舟書体、欧文フォントが加
わりました。《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。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契約も用意しております。

出展社名 Fuji&gumi 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）

ブース概要

株式会社Fuji＆gumi Gamesはフジテレビとgumiが2社のシナジーを生かしてグローバルなマーケットにチャレンジす
るために誕生したジョイントベンチャーです。第一弾となるスマートフォンアプリは、魅力的なキャラクターたちの“戦
略性×ドラマ”で織りなすシミュレーションRPG『ファントム オブ キル』。21日(日)14時～15時のイベントステージで
は制作発表（スペシャルゲストLIVEあり）を実施しますのでお楽しみに！

出展社名 ブシロード （一般展示）

ブース概要

ブシロードのスマートフォン向けゲーム・ブシモの新作ラインナップの発表および展示を行います。ブースの目玉は
東京ゲームショウで初公開となる超大型プロジェクト。ステージイベントやこれまでにない展示で来場の方を釘付け
にします！　また、配信中の戦国城下町シミュレーション『しろくろジョーカー』や今秋サービス開始予定の『ヱヴァン
ゲリヲン・バトルミッション』のユニークなコーナーにも注目！

イベント名 ブシロード
開催日時 9/18 10:30～　9/20 10:00～　9/21 10:00～

イベント内容
（出演者など）

ブシロードブースのみどころおよびステージイベントの紹介を行います。

イベント名 ブシモ 2014ラインナップ紹介
開催日時 9/18 11:00～

イベント内容
（出演者など）

ブシモのサービス中タイトルおよびサービス予定タイトルの紹介を行います。

イベント名 ヱヴァンゲリヲン・バトルミッション プレス発表
開催日時 9/18 14:00～

イベント内容
（出演者など）

今秋サービス開始予定の『ヱヴァンゲリヲン・バトルミッション』の魅力を紹介します。

イベント名 ブシモ放送局 in TGS2014
開催日時 9/20 12:00～13:00　9/21 13:00～14:00

イベント内容
（出演者など）

ブシモの各アプリの新着情報をお届け！さらに大人気アプリ「クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ炎のカスカベランナー」
の演者によるプレイング大会を行います！

イベント名 しろくろジョーカー 紹介ステージ
開催日時 9/21 12:30～

イベント内容
（出演者など）

好評配信中の戦国城下町シミュレーション『しろくろジョーカー』の魅力を紹介します。

イベント名 ラジオ「ミルキィホームズ・アワー　＆　フェザーズタイム」公開録音　in TGS
開催日時 9/21 14:00～

イベント内容
（出演者など）

響 -HiBiKi Radio Station-　にて配信中のラジオ「ミルキィホームズ・アワー」「あいみ　あやさのミルキィホームズ
フェザーズタイム」。両番組出演者(ミルキィホームズ、ミルキィホームズ フェザーズ)による合同公開録音イベント。

出展社名 ブシロード （ファミリーコーナー）

ブース概要

【フューチャーカード　バディファイト】がTGSに爆裂登場！！　あそびかたコーナーではバディファイトのルール、プ
レイ方法などのレクチャーを受けながら実際にカードファイトを体験できるぞ！　手ぶらで参加OK！！　バディファ
イトをはじめちゃおう！！　また、2戦ファイトコーナーではライバルたちとガチ熱カードファイトをしよう！　2回対戦
すると素敵な景品がもらえるぞ！！　絶対に見逃すなッッ！！

18



東京ゲームショウ2014
出展ブース概要＆ブース内イベント一覧（50音順）

 2014/9/5

出展社名 フュージョン・コミュニケーションズ （クラウド/データセンターパビリオン）

ブース概要

楽天グループのFUSIONが提供するクラウドサービスは、お客様のニーズやビジネス規模に合わせて、仮想マシン
環境を柔軟に構築することができます。ゲーム業界では、オンラインゲームを配信するプラットフォームやシステム
基盤としてFUSION Cloudが数多く採用されています。スポンサーシップセッションでは、FUSION Cloudをご採用い
ただいております。Aiming様より「Aimingのクラウド採用基準」の講演も予定しておりますので、ぜひともご参加くだ
さい。

出展社名 FULLER （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

あの、つくば発の若手エンジニア集団FULLER株式会社が、東京ゲームショウ初出展！　今回展示するのは、ス
マートフォンアプリからモンスターが生まれるというキャッチーなゲームアプリ『アプモン』と、友達と一緒にフリック入
力の練習ができる教育系ゲームアプリ『タイピングスマッシュ』の2点。ゲームをこよなく愛するエンジニアたちがつく
る、新しいスマホの遊びの形をぜひご体験ください！

出展社名 ブロードメディア （一般展示）

ブース概要

クラウドならではの楽しさを実現した完全新作「ZOIDS Material Hunters（仮）」や「ファイナルファンタジーXIII」を始
め、たくさんのクラウドゲームを体験できます。ステージでは「ZOIDS」対戦を開催しクラウドゲーム機「G-cluster
（ジークラスタ）」や「ZOIDS」プラモデル等豪華景品が当たります。ぜひブロードメディアブースへお立ち寄りくださ
い。

イベント名 「ZOIDS Material Hunters（仮）」バトル
開催日時 9/18～9/21 複数回開催

イベント内容
（出演者など）

新作ゲーム「ZOIDS Material Hunters（仮）」を4人のプレイヤーが同時にプレイし得点を競います。引換券を取得し
スペシャルガチャを回してクラウドゲーム機「G-Cluster（ジークラスタ）」や「ZOIDS」プラモデル等が当たります。ぜ
ひご参加ください。

出展社名 プロディジ （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

日本の技術力と秋葉のカルチャーで世界を救う！　プロディジは、スマートフォンアプリの開発を中心に日々新しい
コンテンツをアキバの街から発信する、技術集団です。当ブースでは、現在配信中のアプリや、企画制作中のデジ
タルゲーム・アナログゲームを多数展示します。当社アプリのキャラクター "アキバマン" がゲームから飛び出し、
会場で皆様をお待ちしております。

出展社名 フロムイエロートゥオレンジ （一般展示）

ブース概要

クラウドファンディングという資金調達方式で、ゲーム部門では国内最大級の資金調達を達成した、故 飯野賢治原
案のオンラインゲーム、「KAKEXUN（カケズン）創世記α 版」の展示と、テストプレイを行います。KAKEXUNは9月に
β 版の資金調達を日米で行い、2015年春以降一般公開予定。ディレクターはメディア芸術祭審査員飯田和敏、制
作は飯野が率いた制作会社Warpの主要メンバーが再結集した、Warp2。その斬新な世界観にご期待ください。

出展社名 PAYSAFECARD （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
PaysafeCardはオーストリアのウィーンを拠点とする、ヨーロッパで最も人気の高いプリペイドソリューション企業で
す。欧州市場のリーダーとしての地位を確立しています。

出展社名 VIETNAM GAME STUDIOS （アジアニュースターズコーナー）

ブース概要
Glass Eggはベトナムホーチミン市が拠点の3Dアート制作スタジオです。車両・キャラクター・背景の3Dモデリングが
メインです。設立から15年、マイクロソフト社などのパートナースタジオとして数々のAAAタイトル制作に携わってき
ました。

出展社名 ポケット・クエリーズ （一般展示）

ブース概要
ポケクエは 『ゲームのちから』 を追求しているゲーム開発会社です。①『ホステラ』：体内が舞台の防衛ゲーム　②
『クエリちゃん』：デジタルアイドル☆　③Xbox Oneゲーム、Oculusゲーム　を出展します！　皆さん、遊びに来てくだ
さいネ♪

出展社名 北海道情報大学 （ゲームスクールコーナー）

ブース概要

北海道からやって来ました！　私たちは、北海道情報大学です。本学情報メディア学科にはゲームプログラミング
コースがあります！　ゲーム開発を中心に企画立案、キャラクターデザインなども勉強できます。今回は授業「プロ
ジェクト・トライアルII」でのゲーム作品、また、ゲーム制作を専門とする森川悟研究室での作品などを集めて展示し
ています。展示ブースも私たちがデザイン・制作しました。私たちの成果をぜひ見に来てください。
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出展社名 北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 （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）

ブース概要

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・ビジネス協議会」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、北海道の企業が有するモバイルコンテンツ・ゲームなどをご紹介します。ぜひお
立ち寄りください！　http://hmcc.jp/

出展社名 ボルテージ （ロマンスゲームコーナー）

ブース概要

昨年、会場を沸かせたボルテージが、今年はさらにバージョンアップ！　“恋アプワンダーランド”と題した、巨大な
飛び出す絵本が出現します。コンテンツの世界を演出したブースでは、ご来場いただいた皆さまを恋愛ドラマアプリ
の世界にいざないます。その他、豪華ゲストによる“ときめき”恋愛トークショーや、限定グッズ抽選会などお楽しみ
要素盛りだくさん！　ぜひ当社ブースに足を運んでいただき、キュンキュンするひとときをお楽しみください。

イベント名 “ときめき”恋愛トークショウ
開催日時 9/18～9/21

イベント内容
（出演者など）

18日・20日JUNON BOY / 19日・21日人気声優 をゲストに迎え、“恋愛”をテーマに語っていただきます。また、ボ
ルテージの東京ゲームショウ特設サイトでは、シチュエーションに合わせた胸キュンセリフを募集中。投稿していた
だいたセリフの中から、女性がときめく胸キュンセリフをゲストの方がささやきます。

イベント名 恋愛ドラマアプリ注目のタイトルをイケメンと共に紹介！
開催日時 9/18～9/21

イベント内容
（出演者など）

ボルテージがオススメする恋愛ドラマアプリの魅力をイケメンモデルと共に紹介いたします。

イベント名 恋アプ大抽選会
開催日時 9/20・21

イベント内容
（出演者など）

恋アプに登場する人気キャラクターのグッズなどを抽選でプレゼント！ここでしか手に入らない限定アイテムばかり
ですので、是非ご参加ください。なお、抽選券の配布はブース内でイベントにご参加いただいた方が対象となりま
す。

イベント名 誰が一番のイケメン？イケメンBATTLE
開催日時 9/20・21

イベント内容
（出演者など）

ボルテージブースに登場する9名のイケメンの中から、イケメンNO.1を一般投票で決定いたします。9月20日(中間
発表)/21日(本発表)

出展社名 HONG KONG CYBERPORT （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

Cyberportは250以上もの技術とデジタル・テナントを保有するクリエティヴなデジタルグループで、運営しているの
は100％香港特別行政区政府です。Cyberportはアジア太平洋地域でICTテクノロジーの主要なハブになることを目
標に、ICT業界の新興企業や起業家を育てて地元の経済の活性化を図り、ビジネスチャンスを作り出すために
様々な会社と事業提携し、戦略的な構想と強力なパートナーシップをもとに、ICTの採用促進を心がけています。

出展社名
Macau Cultural Industry Association Board Games
　　　　　　　　　　　　　（スマートフォンゲームコーナースラッシュソーシャルゲームコーナー）

ブース概要
今年はラビット・クリエイティヴ・ワークショップとファン・ボード・ゲームというマカオのゲーム会社2社をTGSで紹介し
ます。この2社はゲームデザイン、商品デザインの研究開発、製造などを幅広く手掛け、ゲーム業界の促進に努め
ています。私達がデザインした新しいゲームにみなさんが興味を持ってくれたらうれしいです。

出展社名 マックスゲームズ （一般展示）

ブース概要
ブースでは、マックス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！

出展社名 マッドキャッツ （ゲームデバイスコーナー）

ブース概要

マッドキャッツブースでは、家庭用ゲーム機、PCゲーム、モバイル機器向けの周辺機器を試遊展示する他、一般公
開日には人気プロゲーマー「ウメハラ」も参加する「ウルトラストリートファイターIV」の大会、「ペルソナ4 ジ・アルティ
マックス ウルトラスープレックスホールド」など人気ゲームのイベントも実施予定です。物販コーナーの販売ブース
では、最新Tシャツや、アケコンなどの人気商品の販売も予定しています。
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イベント名 「ウルIV（Ultra Street Fighter IV）」
開催日時 9/20

イベント内容
（出演者など）

人気格闘ゲーム「ウルトラストリートファイターⅣ」のイベントです。人気プロゲーマー「ウメハラ」、「ときど」、「マゴ」
選手が登場して、マッドキャッツの最新アケコン「トーナメント エディション2（TE2)」を使った組手もしくはエキシビショ
ンマッチを行います。

イベント名 「ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド」
開催日時 9/20

イベント内容
（出演者など）

ペルソナ対戦格闘ゲーム第2弾「ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド」のイベントです。
コラボデザインのフェイスプレート（天板）を採用したアーケード型コントローラー（アケコン）「アーケード ファイトス
ティック トーナメントエディション2」と一緒に紹介します。

イベント名 「ウルIV（Ultra Street Fighter IV） 日本大会」
開催日時 9/21 14:00～16:00

イベント内容
（出演者など）

人気格闘ゲーム「ウルトラストリートファイターⅣ」の大会です。優勝者にはマッドキャッツの最新アケコン「トーナメ
ント エディション2（TE2)」が与えられます。同トーナメントには、人気プロゲーマー「ウメハラ」、「ときど」、「マゴ」選
手も出場予定です。

出展社名 ミライコミュニケーションネットワーク （クラウド/データセンターパビリオン）

ブース概要

ミライネットは災害に備えたデータセンターでお客様の大切なサーバを管理させていただきます。お客様の機器を
お預かりするハウジングサービス以外に、柔軟な対応が可能なレンタルサーバサービスなど、インターネットに関
する全てのサービスを行っています。10年以上自社でデーセンターを管理しており、ノウハウと実績がありますので
お客様の大切なデータ、サーバ機器を24時間365日しっかりとお守りします。

出展社名 メタップス （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

メタップスはデータ分析によるアプリ収益化プラットフォームとして様々な角度からデータを分析することで、アプリ
の売上を最大化しています。人工知能によるアプリ市場の分析を基にデータの可視化、トレンドの把握と成功パ
ターンの学習で最適なプロモーション方法をおすすめできます。弊社のコンサルタントがブースにいるので、弊社が
どう御社のビジネスに貢献できるか、ぜひ立ち寄ってご相談ください！

出展社名 モノビット （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要

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
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 Yahoo! JAPAN　ゲーム事業 （一般展示）

ブース概要 はじめての東京ゲームショウ出展、がんばるぞ(｡･ω ･｡)o"ｴｲ(｡･ω ･｡)o"ｴｲ(｀･ω ･´)ﾉ"ｵｩ!!

出展社名 楽天 （ビジネスソリューションコーナー）

ブース概要
★アプリのお悩み解決します！★『楽天スーパーポイント』を利用して、貴社のアプリ収益を最大化します。【当SDK
を導入することのメリット】①ユーザーの活性化②アプリの収益化③楽天会員の送客（詳しくはブースまでお越しく
ださい！【今ならキャンペーン費一部楽天負担！】

出展社名 RAD BOARDING （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
『RAD　ボーディング』というアクションゲームを出展します。インタラクティヴ・ゲームのデモを展示しますので、ぜひ
来てください。

出展社名 リンク （クラウド/データセンターパビリオン）

ブース概要

国内では先駆的な「ベアメタルクラウド」を提供する「ベアメタル型アプリプラットフォーム」を展示紹介。人気アプリ
ゲームのインフラには「高速・安定・高可用性・強障害耐性」が重要。現場が欲しいときにすぐ高性能物理サーバが
UIから構築でき、UIから仮想サーバ環境を構築・運用・管理するクラウドの利便性そのままに、物理サーバも仮想
サーバも自由に構築することが可能となった次世代インフラの美しいUIデモは必見。

出展社名 ロケーション （ファミリーコーナー）

ブース概要

大人気の3DS専用コミュニケーションソフト、『みんなのおしゃべりチャット』が体験ブースで遊べちゃうよ！　チャット
機能でメッセージやスタンプ・お絵かきの交換、また電話機能でおしゃべりを楽しむことができるよ！　ガチャガチャ
コーナーとプリクラコーナーも特設中！　ゲームショウだけのプリクラコーナーでは、オリジナルフレームのプリクラ
が無料で撮れちゃうよ♪混雑が予想されるので、時間に余裕を持ってご来場ください。
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出展社名 Logicool G （ゲームデバイスコーナー）

ブース概要

ビジネスDayでは、ロジクールによるゲーミング事業の戦略やeスポーツへの取り組みをプレゼンテーションします。
また、ロジクールがスポンサードするプロゲーマーによるトークセッションも実施いたします。一般Dayでは、League
of Legendsを使用した国内最高峰のeスポーツ大会 LJ LEAGUE GRAND CHAMPIONSHIPを実施いたします。ぜ
ひ、会場までお越しください。

イベント名 Logicool G　×　プロゲーマー　による発表会
開催日時 9/18・19

イベント内容
（出演者など）

Logitech International チーフ・マーケティング・オフィサー エティシャン ラバーニによるプレゼンテーションや、ロジ
クールがスポンサードするプロゲーマーによる国内・海外における今後のeスポーツ戦略についてトークセッション
を行います。また、プロゲーマーによるLogicool Gを使用したデモストレーションや、Logicool Girlによるフォトセッ
ションもございますので、ぜひお立ち寄りください。

イベント名 LJ LEAGUE GRAND CHAMPIONSHIP
開催日時 9/20

イベント内容
（出演者など）

世界7,500万人がプレイするオンラインゲーム「LEAGUE OF LEGENDS」。日本国内最大級のe-sportsプロリーグで
ある「LEAGUE OF LEGENS JAPAN LEAGUE」の最終決戦となる「GRAND CHAMPIONSHIP」を実施！見事決戦の
舞台を勝ち取ったのはe-sportsプロチーム「DetonatioN Focus me」と「Rascal Jester」の2チーム。優勝賞金30万を
賭けて勝利するのは、果たしてどちらのチームとなるのか！？ご期待ください！

イベント名 LJ LEAGUE ALL STAR 2014
開催日時 9/21

イベント内容
（出演者など）

2014年2月～8月まで行われた「LEAGUE OF LEGENDS JAPAN LEAGUE」。このリーグに参加した4チーム
「DetonatioN Focus Me」「Rascal Jester」「Ozone Rampage」「沖縄のトラ」のプレイヤーからファン投票によって選出
されたドリームチームによるオールスターマッチを実施。チームの枠を超えた夢の組み合わせが実現！ここでしか
見れないマッチメイクをお見逃しなく！
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