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出展社名 タイトル名 ジャンル ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 価格（予価） 発売日(予定) オンライン対応

一般展示
アクワイア 侍道２ ｱｸｼｮﾝ PS2
アルダック C@M-Station（カム・ステーション） その他 PS2 未定 今冬 対応
イメージサーカス 激烈通信　カードバトラー！ その他 携帯電話（au/BREWｱﾌﾟﾘ） ¥315/月 2004年8月ｻｰﾋﾞｽｲﾝ 対応
NTTデータ セルコンピューティング 未定 2004年12月

ゲーム・インフィニティー ミスティック・ナイツ ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ PS2 2004年12月10日 対応

バウト ｱｸｼｮﾝ PC 対応
デジ・ダンス ｱｸｼｮﾝ Xbox
メモリア MMOﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC 対応
アドレナリンDOC MMOﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC 対応
ゲーム・ユーフォー その他 PC 対応
ビートボード パズル PC 対応
クレージートラック スポーツ PC 対応
ファンキーアクア パズル PC 対応
スペル・メイジ MMOﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC 対応
新装開業 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 携帯電話
ラブラブ ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 携帯電話
プライベートスタディー ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 携帯電話
三国誌　無限対戦 ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 携帯電話 対応
コイン　スタック　Ⅰ パズル 携帯電話
コイン　スタック　Ⅱ パズル 携帯電話
コイン 覆し パズル 携帯電話
ラッシュラッシュ ｱｸｼｮﾝ 携帯電話
三国志（蜀漢戦） ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 携帯電話
トンストンス ｱｸｼｮﾝ PC 対応
オーダーオンライン MMOﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC 対応
パンパン・ウォーターボール ｱｸｼｮﾝ 携帯電話 対応
ダークホースグランプリ スポーツ 携帯電話
VSM(Virtual Soccor Manager) スポーツ 携帯電話
ルーン　スレイヤー ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 携帯電話
危ない招待 ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 携帯電話
サボりチャレンジ パズル 携帯電話

ガンホー・オンライン・エンターテイメント ラグナロクオンライン ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｵﾝﾗｲﾝRPG PC ¥1,500/30日 配信中 専用

A3（エースリー） ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｵﾝﾗｲﾝRPG PC 未定
ﾘﾐﾃｯﾄﾞｻｰﾋﾞｽ中
（ｸﾛｰｽﾞﾄﾞﾃｽﾄ中） 専用

ゲットアンプド 3Dｺﾐｶﾙﾊﾞﾄﾙｱｸｼｮﾝ PC 無料（一部ｱｲﾃﾑ課金有） 配信中 専用

ポトリス2 ﾀﾝｸﾊﾞﾄﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PC ¥300/30日 配信中 専用
サバイバルプロジェクト ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｸｼｮﾝ PC 無料（一部ｱｲﾃﾑ課金有） 配信中 専用

キャットアイ GB200ゲームバイクフィットネス PS2のコントローラーがエクササイズマシーン
GRAVITY Corp. ローズオンライン ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC 対応

モバイルラグナロク　マジシャン編 ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 携帯電話
モバイルラグナロク　マーチャント編 ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 携帯電話
モバイルラグナロク　シーフ編 ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 携帯電話
モバイルラグナロク　カプラクエスト ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 携帯電話
緊急出動119 ｱｸｼｮﾝ 携帯電話
クレッセンツ ｱｸｼｮﾝ 携帯電話
デンジャラスガール ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ 携帯電話

cell computing(R)「みんなでCGムービー
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ラグナロクオンラインキャラクター 韓国で開発/生産されたキャラクター製品
ラグナロク ジ・アニメーション アニメーション映像、紹介資料、キャラクター商品展示

コーエー 戦国無双 猛将伝 ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥4,494 2004年9月16日
※その他多数出展予定 アンジェリークエトワール ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2 ¥7,140 2004年9月16日

遙かなる時空の中で３ ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ PS2 今冬
真・三國無双（仮） ｱｸｼｮﾝ PSP 2004年
大航海時代 Online ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC 2005年春 対応

コナミ エンスージア　プロフェッショナル　レーシング ﾘｱﾙﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｼﾐｭﾚｰﾀ PS2 未定 未定
ランブルローズ プロレス PS2 未定 未定
メタルギア　ソリッド３　スネークイーター ﾀｸﾃｨｶﾙ･ｴｽﾋﾟｵﾅｰｼﾞ･ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 2004年

サイバーフロント ころん パズル PSP
ちゅ～かな雀士 てんほー牌娘 その他 PS2
ファンタスティックフォーチュン２☆☆☆（トリプルスター） ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2
プリンセスメーカー（新作） ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2

サクセス Legend of Elfos ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 携帯電話（au/BREWｱﾌﾟﾘ） ¥210
The Samurai ｱｸｼｮﾝ 携帯電話（au/BREWｱﾌﾟﾘ） ¥210
斉天大聖 ｱｸｼｮﾝ 携帯電話（au/BREWｱﾌﾟﾘ） ¥210
ルナティックサガ ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 携帯電話（au/BREWｱﾌﾟﾘ） ¥210

サンワサプライ JY-PFFUW ｹﾞｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ¥5,250
JY-PMUW ｹﾞｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ¥3,150 2004年8月中旬

セガ/サミー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セガ PHANTASY STAR ONLINE Blue Burst ﾈｯﾄﾜｰｸRPG PC ¥2,079 発売中 専用
※その他未発表タイトルなどは、 サクラ大戦Ｖ EPISODE 0 ～荒野のサムライ娘～ ﾄﾞﾗﾏﾁｯｸｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,140 2004年9月22日
   9月14日配信予定リリースにて発表 シャイニング・フォース　黒き竜の復活 ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ GBA ¥5,040 2004年8月5日

シャイニング・ティアーズ ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PS2 未定 今冬 未定
新シャイニング・フォース(仮称) ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PS2 未定 2005年 未定
どろろ ｱｸｼｮﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ PS2 ¥7,140 2004年9月9日
Altered Beast(仮称) ｱｸｼｮﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ PS2 未定 未定 未定

サミー ギルティギア イスカ ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,140 2004年7月29日
ストラガーデン ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC ¥7,140 2004年5月28日
ベルセルク　千年帝国の鷹篇　聖魔戦記の章 ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 今秋 未定

セガ・ロジスティクスサービス 復刻版セガサターンコントロールパッド PC用ﾃﾞｼﾞﾀﾙｹﾞｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ PC ¥3,129 2004年8月9日
トミー ZOIDS VS.Ⅲ GC ¥7,140 2004年9月30日

ZOIDS STRUGGULE PS2 未定 今秋
ナルト RPG GBA ¥5,040 発売中
NARUTO－ナルト－ 激闘忍者大戦!3 GC ¥7,140 今冬

トンキンハウス D→A:WHITE その他 PS2 2004年
ナムコ テイルズ オブ シンフォニア ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PS2 ¥7,140 2004年9月22日

エースコンバット５ ジ・アンサング・ウォー ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PS2 ¥7,140 2004年10月21日
テイルズ オブ リバース ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PS2 未定 未定
DEATH BY DEGREES  TEKKEN:NINA WILLIAMS ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 2004年
鉄拳５ ｱｸｼｮﾝ ｱｰｹｰﾄﾞ 2004年11月 対応

ネットドラゴン 幻創遊記２ ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC 対応
征服 ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC 対応
神話来伝 ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC 対応
秦陵 ｱｸｼｮﾝ PC 無料 2004年8月1日 対応
中国将棋 ｽﾎﾟｰﾂ PC 対応
チェス ｽﾎﾟｰﾂ PC 無料 対応
幻創遊記 ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC ¥1,050 2004年9月1日 対応
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四国軍棋 PC 無料 2004年8月1日 対応
飛行棋 PC 無料 2004年8月1日 対応
登山棋 PC 無料 2004年8月1日 対応
麻雀 PC 無料 2004年8月1日 対応
闘地主 PC 無料 2004年8月1日 対応
逃走 PC 無料 2004年8月1日 対応
果物 PC 無料 2004年8月1日 対応
ブロック消し PC 無料 2004年8月1日 対応
凍凍楽 PC 無料 2004年8月1日 対応
死亡の書 PC 無料 2004年8月1日 対応
ビンゴ PC 無料 2004年8月1日 対応
掃雷 PC 無料 2004年8月1日 対応
智力大富翁 PC 無料 2004年8月1日 対応
大話サイコロ PC 無料 2004年8月1日 対応

ハドソン 天外魔境III NAMIDA ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PS2 未定 2004年
煉獄The Tower of Purgatory ｱｸｼｮﾝ PSP 未定 未定
桃太郎電鉄USA ﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑ PS2 未定 今冬

フジワーク Newコントローラー(仮名) 新設計で今までに無い画期的な操作感を実現したコントローラー
New映像ケーブル(仮名) PlayStation 2で最高の画質と音質を実現する「技ケーブル」シリーズの最上級製品

Min Communications ラン・オンライン MMOﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC
モリガング ポケモンバックミニＳＰ ¥1,890 2004年9月4日

液晶ガードＳＰポケモン ¥630 2004年8月21日

ワイヤレスアダプタケースポケモン ¥315 2004年8月21日

モバイルポーチＳＰ ¥945 2004年9月4日

スティックバードＳＰ ¥1,470 2004年7月3日

液晶ガードＳＰ ¥525 2004年3月27日

カセットケースＳＰ ¥420 2004年3月27日

ポケモンポーチＳＰ　ピカチュウ ¥1,449 2003年12月12日

ポケモンポーチＳＰ　アチャモ ¥1,449 2003年12月12日

ポケモンケースＳＰ ¥945 2003年11月7日

カセットケース４ ¥368 2001年12月8日

カセットケース３ ¥315 2001年11月10日

ゲームスクールコーナー
WiZ 国際情報工科専門学校 Materialize パズル PC

ガンショック！ ｱｸｼｮﾝ PC
Ｍａｎｊｏｎ チュンチュン パズル PC

郡山テクノデザイン専門学校 ゴミほいほい ｱｸｼｮﾝ
ダンジョンアドベンチャー（仮） ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ

GBASP本体とﾜｲﾔﾚｽｱﾀﾞﾌﾟﾀをまとめて収納可
能なﾐﾆﾎﾟｰﾁ。
GBASPに装着し操作性を向上させるｼ ｮｲｽ
ﾃｨｯｸ。ｽﾃｨｯｸ機能だけでなくｸﾞﾘｯﾌﾟ機能もあり
ﾎｰﾙﾄﾞ感が向上。

ｷｽﾞや汚れから画面を守るGBASP専用の液
晶保護ｼｰﾄ。

GBASP本体及びｶｰﾄﾘｯｼ 2本，ACｱﾀ ﾌ ﾀ，ﾜｲ
ﾔﾚｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ等を収納するﾐﾆﾊﾞｯｸ。
GBASP専用設計の液晶保護シートにﾎﾟｹﾓﾝ
のｼﾙｴｯﾄをあしらいました。

GBAｶｰﾄﾘｯｼﾞ及びﾜｲﾔﾚｽｱﾀﾞﾌﾟﾀをまとめて収
納するｸﾗﾑｼｪﾙ型のｹｰｽ 。

ｶｰﾄﾘｯｼﾞを4個まとめて収納し、ｼｮｯｸやほこり
から保護します。

ｶｰﾄﾘｯｼﾞをｼｮｯｸやほこりから保護します。

GBASP専用の収納ﾎﾟｰﾁ。ｷｬﾗｸﾀｰは人気のﾎﾟ
ｹﾓﾝ｢ﾋﾟｶﾁｭｳ｣と「ｱﾁｬﾓ」を採用。

ｶｰﾄﾘｯｼﾞをｼｮｯｸやほこりから保護。ﾎﾟｹﾓﾝｷｬﾗ
ｸﾀｰを印刷にてあしらいました。

GBASP専用ﾊｰﾄ ﾊ ｯｸ。GBASP本体の他、ｿﾌﾄ
2本と通信ｹｰﾌﾞﾙ及びACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰを収納。
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へびお進化論 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
キャラクターメーカー（仮） ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ
双六（仮） ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ
ネコシューティング（仮） ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ
実験アニメーション（仮） ストップモーション等を使用したバカニメーション
アニメーション（仮） マンガと実写のコラボレーションアニメーション

専門学校 東京テクニカルカレッジ 学生ゲーム作品
東京工学院専門学校 インスティゲート ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PC ¥1,800 2004年3月30日

ハッピーツーマネーテン ｱｸｼｮﾝﾊﾟｽﾞﾙ PC 対応
ルナリアース 横ｽｸﾛｰﾙｱｸｼｮﾝ PC
ハンター ｱｸｼｮﾝ PC

名古屋工学院専門学校 DISASTER ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PC
電脳玉 パズル PC
小さな森のケロル君 パズル PC
なつにっき パズル PC
ドリームチューナー パズル PC
Ripple ｱｸｼｮﾝ PC
大地無限 ｱｸｼｮﾝ PC
COOL SWIP ｱｸｼｮﾝ PC
僕は守護霊 ｱｸｼｮﾝ PC
IRON　BEAT ｱｸｼｮﾝ PC
ENDLESS BATTLE 3D ｱｸｼｮﾝ PC
Sky Defense ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PC
G-WAT 2DCGムービー
LUCKY ★ STRIKE 3DCGムービー
JOYSOUND 背景画像 3DCGムービー
HurryUp　BunnyUp 3DCGムービー
Poor  child 3DCGムービー
ノピとハリ 3DCGムービー
夢題 ～サルバドールの塔～Dream Title ～The Tower of Salvador～ 3DCG&実写ムービー
Dinner 3DCGムービー
Storm 3DCGムービー
Crazy Runaway 3DCGムービー
CHASE! 3DCGムービー

日本工学院専門学校・日本工学院八王子専門学校 Acrobat Fighter ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PC
THE ALCHEMIST パズル PC
爺二ストShow ｱｸｼｮﾝ PC
1・2 さんすうバトル パズル PC
The Shooting 151 ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PC
Over Limit→O ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PC
忍者ソード 3Dｱｸｼｮﾝ PC
スクランブル 3Dﾛﾎﾞｯﾄｱｸｼｮﾝ PC
爆ネコ☆ロボ 3Dｱｸｼｮﾝ PC
まやまや 3D迷路 PC
アーマードエックス 3Dｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PC
オズのみならい魔法使い 3Dｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PC
らんらんらん 3Dﾚｰｼﾝｸﾞ PC
TDF（ティーディーエフ） 3Dｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PC
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フィア・オブ・デス 3Dﾎﾗｰｱｸｼｮﾝ PC
鎧戯（ガイギ） 3Dﾛﾎﾞｯﾄｱｸｼｮﾝ PC
拳戯（ケンギ） 3D格闘 PC
バルホール 3Dｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PC
鬼武煮（オニムニ） 3Dｱｸｼｮﾝ PC
キッチンパニック 3Dｱｸｼｮﾝ PC
トルネード・レース 3Dﾚｰｼﾝｸﾞ PC
インファナル・マジシャン 2Dﾚｰｼﾝｸﾞ PC
オーバースピード 3Dﾚｰｼﾝｸﾞ PC
ローリングスフィア ﾊﾟｽﾞﾙｱｸｼｮﾝ PC

開発ツール＆ミドルウェアコーナー
三徳商事 Virtools Developer 3.0
CRI・ミドルウェア CRI ADX マルチストリームサウンドシステム

CRI Sofdec 高画質・高音質 動画システム
CRI Sound Factory サウンドオーサリングシステム 

NATURALMOTION エンドルフィン（endorphin ） ３Ｄｱﾆﾒｰｼｮﾝﾂｰﾙ ¥1,420,000
フラクタリスト NAT Traversal SDK P2P通信用ミドルウェア
キッズコーナー（タッチ＆トライ、物販）
ハドソン ボボボーボ・ボーボボ　脱出!!ハジケ・ロワイアル ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ GC 未定 今秋

ボンバーマンバトルズ ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥6,279 2004年10月7日
プラットフォーム略称表記　GBA：ゲームボーイアドバンス、GC：ニンテンドー ゲームキューブ、PC：パソコン、PS2：プレイステーション2
※５０音順／株式会社などの表記は省略　
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