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［一般展示］ 

アクワイア 

創業 10 周年を迎え、記念イベントとして 80%勇気をふりしぼり初出展。どれくらいの勇気かというと、ガンマンに刀一

本で立ち向かうくらいなのだ！新聞紙８枚ほどの四角いジャングルで、何ができるか乞うご期待。 

アルダック 

タイトル名：Ｃ＠Ｍ－Ｓｔａｔｉｏｎ（カム・ステーション） （仮称） 

プレイステーション２でビデオ・チャットやボイス・チャットが楽しめます。ビデオやボイスはメールとして送ることもで

きるので伝言も大丈夫。また数種類のゲームもあり、ビデオ・チャットをしながら対戦できます（会話をするのに煩わ

しい文字を入力する必要はありません）。ゲームの種類はダウンロードで順次追加予定で、遊びの輪が広がってい

きます。操作はいたって簡単で子供からおじいちゃん、おばあちゃんまで世代を問わず楽しめます。 

イメージサーカス 

８月サービスイン予定、BREW アプリ初のリアルタイムネットワーク対戦カードゲーム「激烈通信 カードバトラー！」

を実際にプレイしていただくことができます。また、遊び方等を簡単にまとめたプロモーション映像も随時放映予定

です。 

SNK プレイモア 

今年の SNK プレイモアは新作タイトルが盛りだくさん！10 周年を迎えた KOF シリーズを中心に、プレイステーション

２、Xbox や GBA、ケータイコンテンツ等、多彩なラインナップを出展予定。当日は家庭用オリジナルの新作タイトル

の発表など、驚きもご用意。 

【実施イベント】 

●9/25（土） 時間未定 

KOF10 周年記念イベント「KOF コスプレ大集合」 

“COSPA”とのコラボレーションによる KOF コスプレ大会を開催。SNK プレイモアブースに「なりきり KOF ファイタ

ー」が大集合！ 

●9/25（土） 時間未定 

ゲーム大会「KOF2003 チャンピオンシップ」 

PS2 版「KOF2003」でゲーム大会を開催。TGS2004 チャンピオンを決定します。（一般入場者対象／当日会場に

て予選会も行います。） 

●9/26(日) 時間未定 

ゲーム大会「KOF MAXIMUM INPACT チャンピオンシップ」 

PS2 版「KOF MAXIMUM INPACT」でゲーム大会を開催。TGS2004 チャンピオンを決定します。（一般入場者対象

／当日会場にて予選会も行います。） 

NTT データ 

cell computingR「みんなで CG ムービーをつくろう！」プロジェクトのデモシステムを展示します。 

NTT データでは、皆様の PC とブロードバンドにより実現する cell computingRネットワークサービス事業の実現を進

めています。そのなかで、皆様の PC の処理能力を結集して CG ムービーを製作する実証実験も予定しています。

今回はそのデモシステムを展示し、cell computingRが実現する映画、ゲームのファンと企業の協業による製作、プ

ロモーションの新しいかたち“セルコミュニケーション”を、ゲームファンの皆様、製作に関わる皆様にご紹介いたしま

す。 
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NVIDIA Corporation 

グラフィックプロセッサ（GPU）で世界的なリーダーである NVIDIA が国内外の人気ゲームメーカーとタイアップして究

極のゲーム体験をお届けします。NVIDIA ブースでしかプレイできないゲームもありますので乞うご期待！ 最新の

GeForce 6 シリーズのグラフィックハードウェアによって最適化した最新の PC ゲームとオンラインゲームを高画質、

高速、安定したパフォーマンスでお楽しみください。そのほか、全世界で有数のゲームタイトルをご紹介します。さら

に NVIDIA オリジナルのデモ映像を通じて GeForce 6 シリーズだからこそ実現できる、滑らかで映画のような美しい

画像や詳細な描画性能をぜひご覧ください。 

エンターブレイン 

エンターブレインは、雑誌「週刊ファミ通」をはじめとした各雑誌・書籍の展示・販売や、「週刊ファミ通」の出張編集

部、有名ゲームクリエイターへのインタビュー、また来場者アンケートを予定しております。 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント 

今回のガンホーブースでは、「ラグナロクオンライン」はもちろん、ドラマティックRPG「A3」、オンラインアクションゲー

ム「ゲットアンプド」・「ポトリス2」・「サバイバルプロジェクト」の全5タイトルを出展予定です。昨年を遥かに上回る内

容のステージイベントに加え、各種ゲーム大会や、TGSでしか体験できない先行トライアルタイム、最新情報の発表

など盛りだくさんの内容で皆様をお待ちしております。ぜひガンホーブースへ足をお運びください。 

【実施イベント】 

●9/24(金)～9/26 日（日） 時間・詳細未定 

キャットアイ 

TV ゲームをしながらしらずしらずにエクササイズ！！ＰＳ２のコントローラーを<ＧＢ２００>ゲームバイクフィットネス

に差し替えて、方向キーはハンドル操作で、アクセルキーはペダル（８段階の負荷切り替え）を回す事により操作し

ます。運動不足解消のため、室内でゲームを楽しみながら快適な運動を行え、お手持ちのソフトにより飽きることな

く継続できる新製品です。 

GRAVITY Corp. 

グラヴィティは韓国から全世界に向けて優良なオンラインゲームを発信し、今後はゲームのみならず様々なコンテ

ンツを世界規模で提供していく総合エンターテイメント企業を目指しております。弊社の代表的な作品であるラグナ

ロクオンラインは現在全世界で 2700 万のユーザーから愛されるオンラインゲームとして成長を続けております。

TGS2004 では、グラヴィティの発信する新たなタイトル「ローズオンライン」のご紹介、韓国のラグナロクユーザーか

ら注目を集めているモバイルラグナロクシリーズ、また日本発のラグナロク ジ・アニメーションを中心にグラヴィティ

の未来と戦略をお伝えいたします。 

【実施イベント】 

●日時未定 

ラグナロク原作者イ・ミョンジン氏サイン会 

出演者：イ・ミョンジン氏 

ラグナロクオンラインの原作となった「ラグナロク」原作者のイ・ミョンジン氏によるサイン会 

●日時未定 

ROSE オンライン作品紹介 

出演者：ジョン・ソンウ グラヴィティ ROSE オンライン PM 

ローズオンラインゲーム紹介、韓国ユーザー動向に関するプレゼンテーション 

●日時未定 

モバイルゲーム DDR（ダンスダンスレボリューション） 

携帯型機器の上でダンスダンス！プレイ点数に応じて豪華賞品をプレゼント 
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KDDI 

ＫＤＤＩは２０００年３月にマッチングサービスでゲーム機のオンライン対戦化を実現するなど、オンラインゲームとい

うサービスに早くから力を入れていました。そして昨年９月、マッチングサービスの発展型であるＭＭＢＢサービスを

開始し、モンスターハンター等、対応タイトルの大ヒットもあり、会員数１０万人にせまる勢いです。ＫＤＤＩとして単独

で東京ゲームショウに初めてブース出展いたしますが、ＭＭＢＢや対応タイトルの紹介に留まらず、ＭＭＢＢによる

オンラインゲームの広がる楽しみ方を提案いたします。実際にオンラインでつないで外部やその他のコーナーとの

オンラインゲームも楽しめるコーナー、複数の対応タイトル提供ゲーム会社との連動企画などＫＤＤＩならではのブー

スを展開いたします。 

ゲーム・インフィニティー 

ゲーム・インフィニティーは韓国ゲームの海外マーケティングサポートや、ゲーム文化造成、ゲーム産業の育成のた

めの様々の活動を行っております。今年のゲーム・インフィニティーブースでは韓国を代表する MMORPG ゲームを

はじめ、オンラインでありながらも気軽に楽しめるようなカジュアルゲームや X-box 用リアルタイム・ダンスゲーム、

独特で面白い携帯ゲームなどなど最新の韓国ゲームの全てを味わえます。自由に遊べるゾーンもあるので韓国の

アツアツのオンラインゲームをいち早くプレーしてみてください。ゲーム・インフィニティーブースでお待ちしておりま

す。 

【実施イベント】 

●9/24(金)～9/26 日（日） 14：30～14：50 

Dood Rock(ドゥドゥラク) 

出演者：Dood Rock(ドゥドゥラク) 

NANTA などで有名な韓国の打楽器パフォーマンス楽団の中でもその実力を認められている「Dood Rock」。日本

でもレコードを発売している実力ありの楽しい舞台をゲーム・インフィニティブースでご覧になれます。 

コーエー 

コーエーブースでは、発売直後の「戦国無双 猛将伝」「アンジェリークエトワール」をはじめ、この秋冬に向けての大

作が目白押し。話題のＰＳＰ同時発売予定タイトル「真・三國無双（仮）」、ネオロマンスゲーム最新作「遙かなる時空

の中で３」、超大型オンラインゲーム「大航海時代 Online」など、豪華ラインナップでゲームファンの話題をひとりじ

め。さらに東京ゲームショウ会場で初告知を行うタイトルも登場予定。どうぞご期待ください。 

コナミ 

コナミグループ（コナミ、ハドソン、元気）にて最大規模での出展を行います。コナミブースでは期待の超大型タイトル

「メタルギア ソリッド３ スネークイーター」「エンスージア プロフェッショナル レーシング」「ランブルローズ」をメイ

ンに、その他、新作タイトルを出展。今年もコナミにご期待ください。 
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サイバーフロント 

バラエティ豊富なラインナップが皆様をお待ちしています。一度遊んだらハマってしまうパズルゲーム“ＰＳＰ”用ソフ

ト『ころん』では、対戦イベントなども企画中。女性やお子様にもぜひ遊んでいただきたいタイトルです。次に、某有

名麻雀ゲームのスタッフ達が開発を行っているＰＳ２用ソフト『ちゅ～かな雀士 てんほー牌娘』をいち早く体験でき

ます。更に女の子には人気シリーズの最新作ＰＳ２用ソフト『ファンタスティックフォーチュン２☆☆☆』が体験できま

す。他、育成ＳＬＧの草分け的存在の『プリンセスメーカー』の完全新作の発表や、当日まで秘密の内容が盛りだくさ

んです！ 

【実施イベント】 

●9/25 日（土）、26 日（日） 時間未定 

てんほー牌娘 声優イベント 

出演者：かないみか（予定）、高橋美紀（予定） 

ゲームに出演している人気声優の開発裏話や歌を披露。 

●9/25 日（土） 時間未定 

ファンタスティックフォーチュン２☆☆☆ 声優イベント 

出演者：櫻井孝宏 

ゲームに出演している人気声優の開発裏話やソフトの見どころ等を紹介。 

●9/24 日（金）～9/26 日（日） 時間未定 

ころん 対戦イベント 

出演者：未定 

パズルゲーム対戦を皆さまにしていただき、商品をゲットしてもらいます。ビジネスデーには芸能人とパズル対

戦等も企画中です。 

サクセス 

ケータイコンテンツ「スーパーライト☆サクセス」のラインナップ紹介をはじめ、今秋サービス予定の BREW アプリの

パネル展示やモニター展示、各アプリのデモンストレーション、カタログの配布などを行います。 

サンワサプライ 

ＰＣゲーム・オンラインゲームをより快適にプレイする為のゲームコントローラー、キーボード、マウスを展示します。

ハイスコアーの達成やレベルアップのポイントは、それぞれのゲームにマッチした入力機器にあります。片手で使え

るモバイルコントローラー「ＪＹ－ＰＭＵシリーズ」やＭＭＯＲＰＧなどに欠かせない文字入力もキャラクターの操作も、

今までに無い快適な入力ができるキーボードなどを展示します。 

セガ／サミー 

今回セガとサミーは共同出展により、最高のエンターテイメントをお届けします。セガ／サミーの総力を結集した注

目のタイトルや、新情報満載のイベントステージ等、魅力のあるコンテンツで皆さまをお待ちしております。 

【実施イベント】 

  内容は、9 月 14 日配信予定リリースにて発表。 

セガ・ロジスティクスサービス 

PC ゲーマー待望のマストアイテム！復刻版セガサターンパッドが「東京ゲームショウ 2004」に登場！体が覚えてい

る、あの操作感を再び！ショウ会場では、セガゲーム本舗（提供：株式会社セガ・ミュージックネット・ワークス）協力

の下、懐かしのゲームと共に、実際にパッドを手にとって、試遊していただけます。当時、昼夜を忘れて熱狂したあ

なたも、セガサターンを知らないあなたも、ぜひ、これを機会に遊んでみてください！これに加えて、誰もが便利と思

えるアイテムや思わずニヤリとしてしまうアイテムも出展する予定です。こだわりの周辺機器が満載のセガ・ロジス

ティクスサービスのブースでお待ちしております！！ 
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DIP 

ＤＩＰは、韓国のゲームメーカーやクリエイター、ＩＴ＆ＣＴベンチャー企業の支援をしている政府団体です。出展社を

下に紹介します。 

ＫＯＧ Ｓｔｕｄｉｏｓ （Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ）－ｗｗｗ．ｋｏｇｓｔｕｄｉｏｓ．ｃｏｍ 

Ｍｉｎ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ （Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ）－ｗｗｗ．ｍｉｎｃｏｍｓ．ｃｏ．ｋｒ 

Ｒｙｕ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ （Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ）－ｗｗｗ．ｒｙｕ－ｅｎ．ｃｏｍ 

Ｊｏｙ１００４ （Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ）－ｗｗｗ．ｓｏｒｉｉ．ｃｏｍ 

Ｒｈａｏｎ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ （Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ）－ｗｗｗ．ｒｈａｏｎ．ｃｏ．ｋｒ 

トミー 

輝くブース、あふれる映像そして密度の濃いステージイベントで、盛り上げます！「ＺＯＩＤＳ」、「ＮＡＲＵＴＯ」それぞれ

の世界観を再現！！「ＺＯＩＤＳ」については、迫力のバトルシーンを、「ＮＡＲＵＴＯ」については、ＴＶアニメ映像、劇

場用映画の映像をふんだんに上映し、ゲームへの期待を盛り上げます。もちろん、体験プレイやバトルイベントも開

催予定です。 

トンキンハウス 

トンキンハウスが提案する「アクティブノベル」とは、ノベルタイプのアドベンチャーゲームの全く新しいカタチです。こ

れまでのノベルゲームの多くは、いわば紙芝居のような単調なシステムでした。そこにゲームならではの要素を積

極的に取り入れたのが「アクティブノベル」です。ウィンドウアクションや CG ムービーによる多彩な演出、制限時間

のある選択肢の発生、敵モンスターとのリアルタイムバトルなど、これまでにない臨場感を味わうことができます。

昨年 12 月に発売した「アクティブノベル」第 1 弾「D→A:BLACK」の続編「D→A:WHITE」が、満を持してこの東京ゲー

ムショウで初のお披露目となります。どうぞご期待ください！ 

【実施イベント】 

●9/25（土）、26（日） 

詳細未定 

ナムコ 

ナムコブースでは、発売直前となった「エースコンバット５ ジ・アンサング・ウォー」をはじめ、期待のＲＰＧ「テイルズ 

オブ リバース」、アクションアドベンチャー「デス バイ ディグリーズ 鉄拳：ニーナ ウイリアムズ」など、話題の大

作、超最新作を取り揃えて試遊展示予定です。もちろん豪華なゲストを迎えたステージイベントも計画中です。皆様

のご来場をお待ちしております。 

【実施イベント】 

●9/25（土）、26（日） 時間未定 

「テイルズ オブ」シリーズステージ 

出演者：当社開発担当者ほか 

●9/24（金）～9/26（日） 時間未定 

新作ソフト紹介 

ネットドラゴン 

ネットドラゴン社は、研究開発から運営までを社内で行い、日米の海外２ヶ所に傘下法人をもつ中国を代表するゲ

ームソフトメーカーです(日本法人は２００２年１２月、社団法人釧路青年会議所の有志によって設立されました)。２

００４年４月から中国大陸で電子決済業務(91.com)を新たにスタートさせ、従来からある課金カード方式から、電子

決済方式に転換することで、中国ビジネスの最大のリスクであった、売上金の回収リスクを大幅に改善。中国国内

で高く評価されています。「幻創遊記」「幻創遊記 2」「征服」等自社製品をご紹介するほか、日本のコンテンツサービ

スが中国で安心して展開できる 91.com をご紹介いたします。 
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ハドソン 

今年のハドソンブースは、シリーズ最新作「天外魔境 III NAMIDA」をプレイヤブル出展予定です。さらに最新映像も

初披露！「天外魔境 III」は現在の九州をモチーフにした九州（つくす）地方を舞台に、謎に包まれた主人公の少年

「ナミダ」とヒロイン「壱与」の恋愛をメインに様々な人間関係や伝承を描く大作 RPG です。また、新ハード PSP 向け

の参入第 1 弾タイトルとして開発中のオリジナル SF アクション RPG「煉獄 The Tower of Purgatory」も出展予定で

す。そして、「桃太郎電鉄」最新作も出展予定です。ぜひハドソンブースにお越しください。 

フジワーク 

フジワークは昨年に引き続きゲーム機周辺機器を出展いたします。ご好評を得ております“PlayStation 2”用のメモ

リーカード[メモリーキング 2]やアナログ連射コントローラー[匠]の他現在開発中の次期新製品を発表、展示する予

定です。また楽しいイベントも企画、来場されたお客様へのプレゼントなどもご用意いたします。今年は展示スペー

スも昨年の 2 倍になり、飛躍し続けるフジワークにご期待ください。 

Min Communications 

ラン・オンライン・ゲーム 

わたしたちに親しみ易いスクール世代を背景にしたフル３Ｄスクールアクションロールプレイングゲームをご紹介し

ます。プレーヤーはリアルなゲームを体感できます。それぞれのキャラクターは２つの世界を行ったり来たりして、前

世からの手がかりをもとに進むべき道を探し、本当の姿を得て行きます。 

モリガング 

任天堂および小学館プロダクションの公式ライセンスによるゲームボーイアドバンスＳＰ関連のアクセサリーグッズ

の展示・紹介。 

 
［ゲームスクールコーナー］ 

WiZ 国際情報工科専門学校 

ＷｉＺ国際情報工科専門学校は、東北で初めて出展を行った２０００年秋以降、今年で４回目の出展となります。例

年展示を行っているゲームプログラム作品のほかに、今年はＣＧムービー作品の展示も行いますので、どうぞ足を

お運びください。 

神奈川情報文化専門学校 

神奈川情報文化専門学校 総合マルチメディア科、デジタルデザイン科の学生が「学生展示中」「学生作品展示中」

を合言葉にブースを企画・運営します。今回で 5 回目の出展となります。本校で力を入れているインターンシップと

連動させ、「FM やまと」とのコラボレートによりラジオ番組の公開録音を行います。ゲームに限らず未来のクリエイタ

ーとして様々な経験を蓄積させる事を目的としています。今年のゲームショウも現役学生が主役です。 

神戸電子専門学校 

卒業生や在校生が作成した各種ゲームソフトを展示しています。プレイ可能です。攻略できるかどうか楽しみにして

いますので、腕自慢の方はぜひお立ち寄りください。 

郡山テクノデザイン専門学校 

学生作品多数！ゲーム有り、ＣＧ有り、イラスト有り、ムービー有り。総合デザイン学校の作品群をご覧ください。 
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専門学校 東京テクニカルカレッジ 

こんにちは！東京テクニカルカレッジです。東京の郊外・環境の良い街国立市にある専門学校です。学内にはゲー

ム学科としてゲームプログラマを目指すゲームプログラミング科とゲームのＣＧデザイナーを目指すゲームＣＧ科が

あります。 ブースでは学生が作った作品（ＰＳゲーム作品、Ｗｉｎｄｏｗｓゲーム作品）やＣＧ（２Ｄ・３Ｄ・ＣＧ映像）作品

を出展しております。またゲームＣＧ科学生が作ったＣＧをポストカードにしてプレゼントいたします。 ブース内のゲ

ーム作品は、プレイすることができますので、ぜひお立ち寄りください。高校生には入学案内書なども差し上げてい

ます。ゲームをつくる側になってみませんか？ 

デジタルエンタテインメントアカデミー 

デジタルエンタテインメントアカデミーは、一流ゲームメーカーなど２２社の協力により運営されているゲームクリエイ

ター養成スクールです。ブースでは、学生が制作したＰＣゲームやムービーのほか、「ＰＳ２」・「ＧＡＭＥＣＵＢＥ」開発

実機で制作したオリジナルゲーム、商品化された「ｉアプリ」ゲームなどバラエティに富んだ学生作品を展示いたしま

す。もちろん、学生のオリジナリティあふれる作品を実際にプレイしていただくこともできます。また、相談コーナーで

はカリキュラムや就職状況、今後の進路についてのご質問にもお答えいたします。ぜひお気軽にお立ち寄りくださ

い。 

東京工学院専門学校 

東京工学院ブースでは、３つのキーを主軸にデモを展示します。 

１．「バーチャルゲーム会社」小さなゲーム会社を想定したブース。ゲーム会社の開発をその場で行い、開発してい

る経過を即時反映させ、ゲーム開発の経過をデモします。 

２．「卒業生ゲーム作品展示」卒業生の作品で実際に東京工学院関連企業から発売されたシューティングゲーム「Ｉ

ＮＳＴＩＧＡＴＥ」を展示します。 

３．「学生作品展示」ゲームクリエータコースの学生ゲーム作品と、おもちゃ科学コースの学生作品「ボードゲーム」

他を展示します。 

トライデントコンピュータ専門学校 

名古屋駅前にあるゲーム、ＣＧなど１１学科２０専攻を擁する河合塾グループの専門学校です。ＳＩＧＧＲＡＰＨはじめ

国内外のコンテストで多数入賞しています。カプコン様西側対面の小さなブースですが、ゲーム系、ＣＧ系学科の学

生の手によるオリジナルなゲームプログラム、３ＤＣＧムービー、２ＤＣＧ作品などを展示します。コンテスト受賞作品

も多数展示します。ゲームプログラムは、Ｗｉｎｄｏｗｓで動作する２Ｄ、３Ｄのシューティング、アクションゲーム、Ｊａｖａ

で動く携帯ゲームなどを展示する予定です。ＣＧ系の作品は、３ＤＣＧムービーを中心にＤＶＤで映像展示します。体

験プレイで遊ぶことも可能です。ぜひお立ち寄りください。 

名古屋工学院専門学校 

今年も、ゲームを中心に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。名古屋工学院専門学校の学生作品は、実際にパチンコのキャラクターとして採用

される作品や、カラオケの背景画像や携帯電話用のコンテンツとして配信され、全国で利用されているものもありま

す。実際に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、インターネットで公開されているものも

あり、後日、ダウンロードして楽しんでいただくことも可能です。名古屋工学院専門学校は、５０年の歴史を持ち２６

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。 
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新潟高度情報処理技術学院 

“学生達がクリエイターとなって未来へと飛び立つ”というイメージから“ツバサ”をテーマとし、企画・運営の全てを学

生自らが行っています。ブースではゲームやＣＧ・ムービー等、学生が懸命に制作した作品の展示を行います。当

日は作品を制作した学生が対応しますので、ぜひ会いにきてください。そして未来のクリエイターを目指す学生の情

熱に触れてください！お待ちしております！ 

日本工学院専門学校・日本工学院八王子専門学校 

ゲームソフト科三年制とゲームソフト科の学生が制作した｢オリジナルゲームソフト｣の体験プレイが可能！今回展

示する作品は、最先端のモーションキャプチャスタジオを所有する日本工学院専門学校と日本工学院八王子専門

学校の優秀作品を選りすぐって展示しています。また、ブース内ではコンピュータグラフィックス科三年制、コンピュ

ータグラフィックス科の学生が制作した 3DCG のムービーの上映を行います。ブースに遊びに来てくれた方には「オ

リジナルゲームソフト」CD をプレゼントいたします。 

東日本電子・ビジネス専門学校 

群馬県にある学校法人山崎学園８校中のデジタル系専門学校です。３ＤＣＧ、Ｗｅｂの関連コースがあり、在学中か

らテレビ番組用ＣＧムービー制作など、実務経験を積むことも可能です。毎年多数のデジタル系・アナログ系のコン

テストにも受賞しており、卒業生はゲームや映画、ＴＶ用ＣＧ、Ｗｅｂ制作者として活躍しています。ブース内では産学

協同制作の作品や各種受賞作品を多数、展示・上映する予定ですのでぜひご覧ください。 

 
［物販コーナー］ 

カプコン 

今年もカプコン物販ブースでは、「バイオハザード」「ストリートファイター」「ロックマン」「逆転裁判」「ビューティフル・

ジョー」「フルハウスキス」等々各種ゲームのニューアイテムや書籍・音楽ＣＤを取り揃えて、皆様のご来店をお待ち

しております。また、キッズコーナーにはロックマン エグゼをはじめとしたロックマンアイテムのお店「ヒグレヤ」も出

展しておりますので、お子様連れの方はそちらにもお立ち寄りください。 

http://www.capcom.co.jp/ 

コスパ 

コスパブースでは、男の子も女の子も楽しめる内容盛りだくさん！大人気ゲームのファイナルファンタジーXI・クラナ

ド、発売間近の水月、女の子には今夏発売されたフルハウスキス・金色のコルダ、そして人気漫画エマ・シャーリー

など人気作品のＴシャツ・マグカップ・トートバックなどのグッズを販売します！！定番商品から新発売の商品を幅広

く販売しますので、ぜひ足を運んでみてくださいね♪なお、商品の詳細は随時コスパのホームページにて発表して

いきますので、お見逃し無く！！ 

スクウェア・エニックス 

スクウェア・エニックス物販コーナーでは、「ファイナルファンタジー」、「ドラゴンクエスト」、「キングダム ハーツ」、

「鋼の錬金術師」等、弊社関連キャラクターのグッズを、多数、展示・販売いたします。皆様のご来場をお待ちしてお

ります。 

ソフトバンクパブリッシング 

ゲーム雑誌『ザプレイステーション』『ドリマガ』をはじめとしたゲーム関連の出版物および関連グッズの販売予定 
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[開発ツール＆ミドルウェアコーナー] 

ウェブテクノロジ 

ゲーム業界シェア 90％以上を誇る画像最適化ツール「OPTPiX iMageStudio」、ブースではその最新版をご紹介いた

します。ニンテンドー・ディーエス(仮称)向けの画像最適化ツール「iMageStudio for NITRO」をはじめ、最新ゲーム機

向けの画像作成に特化した機能の数々をご紹介いたします。また、2D アニメーション編集ツール「SpriteStudio」も、

ゲーム開発現場の皆様からのご意見を反映させ、より有用なツールとして仕上がっております。ぜひとも

「SpriteStudio」の 2D アニメーション編集機能をご確認ください。 

エヌテクノロジー 

リアルタイム物理エンジン nDo Engine を出展します。nDo Engine は、重力や物体の持つ質量、重心位置、摩擦係

数、反発係数等の情報をもとに物体の動きをリアルにそしてインタラクティブに再現する物理エンジンです。ボクセ

ルを用いた干渉判定処理により凹凸が複雑に入り組んだ形状であっても特別な設定は不要です。また、剛体だけ

でなく弾性体や関節を持つモデルも扱うことも可能です。nDo Engine を使えば面倒なアニメーション設定は要りませ

ん。データを読み込めばそこに自然なニュートン力学空間が広がります。（本ソフトは 2003 年度 IPA 重点領域開発

ソフトウェア開発事業に採択され開発を進めています） 

クライテリオン・ソフトウエア 

クライテリオンブースでは、アーチストやプログラマ以外の方にも、ゲームコンテンツを自ら開発することを可能にす

る「ゲームジャンルパック」を搭載したゲーム開発向け統合開発統合ソリューション「RenderWare Studio2.0」を展示

します。「RenderWare Studio2.0」は、高機能なグラフィックス、オーディオ、フィジックス、A.I.のミドルウェア、ゲームワ

ールドエディタ、アセットマネージメントシステム、ゲームジャンルパックにより構成され、プリプロダクションからゲー

ムの完成まで、開発プロセスを包括的にサポートします。ぜひ、この機会にブースにお立ち寄りください。 

三徳商事 

“素材を持ってくる”⇒“機能表現を選ぶ”⇒“素材に貼り付ける” 革新的ビジュアルプログラミングが実現する、今

までにないゲームプロトタイピングツール。Vertex Shaders & Pixel Shaders に完全対応。簡単でわかりやすい

Virtools Dev の開発画面上で簡単につくりこみができます。欧米で話題沸騰、そのすばらしい魅力のすべてをデモ

ブースでご紹介いたします。 

CRI・ミドルウェア 

国内外で 850 以上ものタイトルで採用されているゲーム開発用ミドルウェア『CRI ADX』および『CRI Sofdec』、また、

新製品のサウンドオーサリングミドルウェア『CRI Sound Factory』についてご紹介いたします。CRI・ミドルウェアは、

ゲームなどのエンターテインメントをフィールドとした各種ミドルウェアの開発・販売およびサポートを行っておりま

す。その研究開発分野は、映像関連ライブラリ、マルチサウンド関連ライブラリ、ディスクビルダツール／ファイルシ

ステムライブラリ、音声認識関連ツール等と多岐に渡ります。ミドルウェアを通じて、さまざまな分野のクリエイター

の方々が、思いっきり創造力を発揮できる環境の実現に挑戦しています。 

NATURALMOTION 

ナチュラルモーションは最新版エンドルフィンをご紹介いたします。このエンドルフィンは次世代ゲームに不可欠な、

高品質の３Ｄアニメーション生み出すダイナミック・モーション・シンセシス・ソフトウェアです。エンドルフィンは、他の

技術よりも短時間でアニメーションを作り出せるように、最先端の人工知能とバイオメカニクスを使っています。 
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フラクタリスト 

P2P 通信用ミドルウェア、NAT Traversal SDK を用いたネットワーク対戦ゲーム開発手法に関するワークショップを

行います。ネットワーク対戦ゲームに最適化された独自プロトコルによる高速通信と NAT/Firewall 越え通信で中継

サーバコストを削減し、ストレスのないネットワーク対戦ゲームを実現します。 

 
[キッズコーナー（タッチ＆トライ、物販）] 

カプコン 

今年もカプコンキッズコーナーでは、ロックマン エグゼをはじめとしたロックマンアイテムのお店「ヒグレヤ」が出

展！ロックマンファンは要チェック！また、物販コーナーにもカプコンブースが出展しており、「バイオハザード」「スト

リートファイター」「ロックマン」「逆転裁判」「ビューティフル・ジョー」「フルハウスキス」等々各種ゲームのニューアイ

テムや書籍・音楽ＣＤを取り揃えて、皆様のご来店をお待ちしております 

http://www.capcom.co.jp/ 

http://www.capcom.co.jp/rockmanexe/index.html 

ハドソン 

今年のハドソンキッズブースでは、ボンバーマン最新作「ボンバーマンバトルズ」と、アニメも絶好調、小学生を中心

に大人気の「ボボボーボ・ボーボボ」最新作が遊べます！「ボボボーボ・ボーボボ 脱出!!ハジケ・ロワイアル」は、

GC ならではの演出が楽しめるオリジナルストーリーのアクションＲＰＧです。「ボンバーマンバトルズ」は、おなじみ

のバトルゲームを筆頭に、「野球」「ゴルフ」「テニス」の 4 つのスポーツゲームを一本のソフトでプレイできます。シン

プルかつお手軽な操作方法＆ゲーム内容で、誰もが気軽に楽しむことができるゲームです。 

 


