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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１００％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、何が出来るか乞うご期待。
アトラス
アトラスブースでは、Windows 対応オンラインＲＰＧ「真・女神転生オンライン IMAGINE」をはじめ、発売を１０月に控えた本格シミ
ュレーション RPG「STELLA DEUS」、トレーディングカードゲームで人気を博しているデュエル・マスターズの GBA ソフト最新作
「デュエル・マスターズ３」、そして７月に発売された「デジタル・デビル・サーガ〜アバタール・チューナー〜」の続編など期待の新
作を全てプレイヤブル出展いたします。また、ブース内ステージにおきまして人気声優を迎えたトークショウやテーマソングを歌う
アーティストのスペシャルライブなど華やかなイベントをご用意しております。
【実施イベント】
●9/25（土） 11：00〜12：30
「九龍妖魔學園紀〜○
秘 トークバトル〜」
出演者：未定
クリエイタートーク他
●9/25（土） 12：30〜14：00
新世紀勇者大戦〜ライブショウ〜
出演者：遠藤正明、ＭＩＱ、岡柚瑠
歴代勇者作品の主題歌を歌うアーティストを迎えてのライブショウ
●9/25（土） 14：00〜15：30
めぐみゅうの神楽坂ハッピーチューナーｉｎ幕張
出演者：豊口めぐみ、松来未祐
アトラスが提供している文化放送のラジオ番組の公開録音
●9/25（土） 15：30〜17：00
STELLA DEUS〜スペシャルトーク＆ライブ〜
出演者：桃井はるこ他
ゲーム出演声優によるトークショウ及び主題歌を歌うアーティストのライブ等
●9/26（日） 11：00〜12：30
新世紀勇者大戦〜勇者 15ｔｈプロジェクト緊急ミーティング〜
出演者：プロジェクトスタッフ、開発者等
「新世紀勇者大戦」の発売告知と「勇者 15ｔｈプロジェクト」の発表
●9/26（日） 12：30〜14：00
STELLA DEUS〜スペシャルトーク＆ライブ〜
出演者：桃井はるこ、速水奨他
ゲーム出演声優によるトークショウ及び主題歌を歌うアーティストのライブ等
●9/26（日） 14：00〜15：30
GROWLANSER Ⅳ Return〜スペシャルトークショウ〜
出演者：高橋広樹他
ゲーム出演声優によるトークショウ
アルダック
タイトル名：Ｃ＠Ｍ−ＳＴＡＴＩＯＮ（カム・ステーション）
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小さな
お子様からおじいちゃん、おばあちゃんまで世代を問わず楽しめます。
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イメージサーカス
８月１９日サービスイン、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。
ウィンブルジャパン
やっと登場しました！！ゲームファン待望の体感サウンドクッション「ゼ･ロ ZE−RO」、従来のゲームソフトも「ゼ･ロ ZE-RO」でパワーア
ップ！本年７月、ユナイテッドシネマとしまえんに世界で初めて導入された＜ウィンブルシート＞に続き家庭用ウィンブル製品第１弾とし
てゲーム用ウィンブルクッション「ゼ･ロ ZE-RO」を、今秋発売することになりました。東京ゲームショウ＜Winble ブース＞で是非体験し
てみてください。必ずあなたも「ゼ･ロ ZE-RO」でプレイしてみたくなるでしょう！
【実施イベント】
●9/24（金） 11：30〜12：00、13：30〜14：00、15：30〜16：00
新製品発表
家庭用ウィンブル製品の第１弾「ゼ・ロ ZE-RO」の製品発表会
ATI テクノロジーズジャパン
ATI ブースでは今年も各パートナー様の協力のもと、最新のゲームタイトル（未発表を含む）を PC ならではの迫力ある映像でお楽しみ
いただけます。期待の XXXX や CounterStrike:Source なども体験いただけますので、皆様のお越しをお待ちしております。また２００４年
１月、米国ラスベガスにおいて、ATI テクノロジーズは、世界初の携帯電話向け低消費電力３D グラフィックスアクセラレーター、
Imageon2300 を世に送り出しました。PC で進化を続ける ATI の３D 技術を携帯電話で実現させる、Imageon のキーテクノロジーを是非ご
覧ください。
SNK プレイモア
SNK プレイモアは、今年も東京ゲームショウで皆さんをお出迎えいたします！噂の新作ゲームをはじめ、たくさんの家庭用新作をライン
ナップ。イベントも、前回好評のゲーム大会が大幅パワーアップ。加えて、KOF10 周年記念コスプレコンベンションを大開催！コスプレ
大会、コスプレアイドル撮影会など盛りだくさんな内容です。「東京ゲームショウ 2004」にお越しの際は、メインエントランス正面の SNK プ
レイモアブースに是非お立ちよりください！
【実施イベント】
●9/24（金） 15：00〜16：00
ゲーム誌対抗格ゲーバトルロイヤル＆クイズバトル
出演者：ゲーム誌編集者
各ゲーム誌の格ゲー編集者が KOF に関するクイズとゲームで対戦します。
●9/25（土） 13：00〜14：00
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） 14：00〜14：30
コスプレアイドル撮影会 with K'
出演者：ちゃぷ
人気コスプレアイドルが KOF キャラクターのコスチュームで登場！とびきりの一枚を撮ろう！
●9/25（土） 15：00〜16：30
格ゲーサバイバル「KOF2003 チャンピオンシップ」決勝
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 11：00 より会場にて予選会も行います。）
●9/26（日） 13：00〜13：30
コスプレアイドル撮影会 with K'
出演者：松永亜矢香、さちえ
人気コスプレアイドルが KOF キャラクターのコスチュームで登場！とびきりの一枚を撮ろう！
●9/26（日） 15：00〜16：30
格ゲーサバイバル「KOF マキシマムインパクト」決勝
PS2 版「KOF マキシマムインパクト」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 11：00 より会場にて予選会も行います。）
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NCsoft Corp./エヌ・シー・ジャパン
30 台の試遊機を設置して、最強ボスモンスター地竜アンタラス討伐イベントや、勝者を予想するモンスターレースといった多人数が同
時に参加できるゲームイベントを、東京ゲームショウ期間中に常時開催し、リネージュ II ユーザーはもちろん、初めてリネージュＩＩをお試
しいただく来場者様にも、十分にお楽しみいただけるイベントでお迎えいたします。また、造型家：安藤賢司氏が手掛けた「攻城戦ジオ
ラマ」の展示や、1/1 スケールのドラゴン「ストライダー」、さらに「リネージュ II クロニクル 2〜Age of Splendor(邦題未定)〜」のアップデー
トに関する最新情報を発表するなど、盛りだくさんの内容を予定しております。
【実施イベント】
●9/24（金） 14：30〜15：00
リネージュ II プレスカンファレンス
出演者：NCsoft CEO キム テクジン、リネージュ II 開発者 他
2004 年 11 月実装予定の「リネージュ II クロニクル 2」のアップデートに関する情報、新しい要素のご紹介を
いたします。
●9/24（金） 15：00〜17：00
リネージュ II メディア対抗ゲーム大会
出演者：ゲーム雑誌・メディア 14 編集部 28 名他
リネージュ II クロニクル 2 を使用して、ゲーム・PC 雑誌編集部対抗のゲーム大会を行います！各媒体が
リネージュ II No1 プレイヤーの名誉をかけて、白熱のバトルが展開。
●9/25（土）、26（日） ※毎時 00 分〜20 分／一日 7 回開催
目指せ！一攫千金 モンスターレース（来場者対象）
リネージュ II に登場する凶悪なモンスターやかわいらしいモンスターの中から順位を予想して、見事的中させる
と素敵な賞品を Get することができます。リネージュ II を知らない方、また小さなお子様もお楽しみいただける
楽しいイベントです！
●9/25（土）、26（日） ※毎時 20 分〜50 分／一日 7 回開催
クロニクル 2

ボスモンスターバトル！（来場者対象）

MMO（多人数参加型）RPG でしか味わえない多人数パーティーを編成してのボスモンスター討伐を、ブースに
集まった勇士たちで挑戦！討伐するターゲットは、今回初公開のボスモンスター「バイウム」と「ザケン」。
●9/25（土）、26（日） ※毎時 20 分〜50 分／一日 7 回開催
ＴＲＹ！トライアスロン！（来場者対象）
リネージュＩＩの広大なフィールド「アデン大陸」を、クロニクル 2 の新要素「泳ぐ」、「ストライダー」を巧みに使って
駆抜けるトライアスロン！泳ぎ、走り、戦い、ストライダーを乗りこなして勝ち取るアデンＮＯ1 の栄冠は誰の手
に！？
●9/25（土）、26（日） 16：00〜17：00
アンタラスへの挑戦！
出演者：事前応募によるリネージュ II ユーザー３０名
厳選された 30 名のプレイヤーが、使用するキャラクターを極限まで成長させ、さらに最強アイテムを装備させた
キャラクターでいまだかつて倒されたことのない最強モンスター地竜「アンタラス」へ挑戦します!参加する方は
もちろん、観戦する人もお楽しみいただけるイベントです。
NTT ドコモ
i モード限定の注目タイトル「BEFORE CRISIS -FINAL FANTASY VII-」等最新ゲームがドコモブースに集結！900i シリーズ最強ゲームラ
インナップがあなたをお待ちしております！また 7 月から始まったおサイフケータイもご紹介、最強のゲーム・最新のケータイを 思う存
分ご体験ください！
NVIDIA Corporation
NVIDIA のブースではゲームファン必見の最新 PC ゲームやオンラインゲームを NVIDIA の最高性能のグラフィックスボード搭載の PC
で体験することができます。一例として、ソニーのオンラインゲームの「エバークエスト II」をいち早くプレイしたいなら、NVIDIA のブース
にぜひお越しください。そのほか、日米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 6800」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。
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カプコン
・カプコンブース内メインステージでの出展者タイトル紹介と上映
・開発プロデューサーによる新作タイトルのご紹介
【実施イベント】
●9/24（金）〜26（日） 11：00〜11：20、12：00〜12：20、14：00〜14：20、15：00〜15：20
メインタイトルプレゼンテーション
メインタイトルを中心としたブース内各コーナーを紹介。
●9/24（金）〜26（日） 時間未定
「ビューティフルジョー２」
ＶＦＪ２の新要素の紹介、アニメ番組のご紹介
●9/24（金）〜26（日） 13：00〜13：30
「シャドウ オブ ローマ」
タイトルプレゼンテーション
●9/24（金）〜26（日） 時間未定
「大神」
大神タイトル プレゼンテーション
●9/25（土）、26（日） 14：00〜14：30
「kｉｌｌｅｒ７」
タイトルプレゼンテーション
●9/25（土） 時間未定
「デビルメイクライ３」
スーパープレイデモンストレーション
●9/25(土) 12：00〜12：30
「ロックマン X8」ゲーム大会
発売前のロックマン X シリーズの最新作「ロックマン X8」のゲーム大会をいち早く開催！参加者には超レアな賞品をプレゼント
●9/26（日） 15：00〜15：30
「ＣＡＰＣＯＭ ＦＩＧＨＴＩＮＧ ＪＡＭ」
アーケード版「ＣＡＰＣＯＭ ＦＩＧＨＴＩＮＧ ＪＡＭ」によるゲーム大会
※ステージイベントに関する内容、実施日、時間については都合により予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。
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、ドラマティックオンライン RPG「A3」、ネオ・オリエンタルオンライン RPG
「TANTRA」、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」・「最遊記 RELOAD GUNLOCK」の全 7
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）
A3 ドラマティックオンステージ〜Welcome to Hellmarsh
最新情報の発表や騎士団トーナメントの TGS ゲーム大会、人形劇風の初心者講習会などアツイ内容で会場を盛り上げます。
●9/24(金)
RAGNAROK ONLINE Special Battle Stage
プレス選抜 vs チームガンホーのドリームマッチが実現！6 対 6 の GvG（ギルド戦）を開催します。ビジネスデーだからこそ実現でき
る、初の試み。ガンホー陣容の実力はいかに!? プライドを賭けた白熱バトル必至の特別ステージです。
●9/25(土)
RAGNAROK ONLINE TGS Championship
今夏開催された RWC2004。記憶に新しい GvG（ギルド戦）大会を、TGS ルールで開催します。会場にお越しの参戦希望者の中から
抽選でギルドを結成。果たしてどんなギルドが結成されるのか!?腕に自信あり！という方は奮ってご参加ください。
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●9/25(土) 〜26（日）
RAGNAROK ONLINE Speed Battle
会場で 6 人のパーティーを結成し、力を合わせてミッションクリアを目指します。数々のモンスターを次々に殲滅し、クリアまでのタイ
ムで勝敗を決定。新要素も TGS で初登場！
●9/25(土) 〜26（日）
TGS チャンピオンシップ OAG トーナメントステージ
オンラインアクションゲーム（OAG）の 3 タイトル、「ゲットアンプド」・「ポトリス 2」・「サバイバルプロジェクト」それぞれで、TGS チャンピ
オンの称号をかけてトーナメント大会を実施します。もちろん優勝者には豪華賞品をプレゼント。
●9/25(土)〜26（日）
Starship GungHo Launching Stage
ガンホーブースで行なうオープニングステージ Starship GungHo Launching Stage では、ネオ・オリエンタルオンライン RPGTANTRA」
のサービスに関する新たな情報を公開。今まで、プロモーションビデオやゲーム画面のスクリーンショットでしかふれることのできな
かった「TANTRA」の世界観をより深く体験できます。
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
供していくトータルエンターテイメント企業です。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 万人のユーザ
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、（株)グラヴィティの発信する新たなタイトル「R.O.S.E.
online 」の日本初公開、韓国のラグナロクユーザーから注目を集めているラグナロクモバイルシリーズ、また日本発のラグナロク ジ・
アニメーションを中心に（株）グラヴィティの未来と戦略をお伝え致します。
【実施イベント】
●9/24（金） 13:30〜14:30
「R.O.S.E. online 」制作発表会
出演者：グラヴィティ会長 金正律、グラヴィティ エンタテインメント 代表取締役 村井康邦、
トリガーソフト代表 金文奎、グラヴィティ ローズオンライン PM 鄭盛友
ラグナロクオンラインを生んだグラヴィティが日本の皆さんに贈る３D オンラインゲーム「ローズオンライン」日本初発表、クライアント
CD−ROM の配布他。
●9/25（土）、26（日） 14:45〜15:00
ラグナロク ジ・アニメーションショー
出演者：山崎麻衣美
ゲストとして「ラグナロク ジ・アニメーション」の主題歌歌手、山崎麻衣美さんが出演。
●9/24（金） 10:30〜11:00
GRAVITY「ボランティアサポーターズ」任命式
出演者：「ボランティアサポーターズ」として GRAVITY を支援してくれる仲間達
ボランティアサポーターズによる宣誓発表、グラヴィティ金正律会長による任命バッチ、任命状の授与。
●9/24（金）、25（土）、26（日） 11:00〜11:30、13:00〜13:30、15:00〜15:30
R.O.S.E. への航海
出演者：R.O.S.E. online キャラクター[SOLDIER/MUSE/HOWKER/DEALER]
R.O.S.E. online のキャラクターが登場!?ゲームの世界観を映像とパフォーマンス公演にて表現。
●9/24（金） 12:00〜12:30、14:30〜15：00、16:00〜16:30、
25（土）、26（日） 12:00〜12:30、14:00〜14:30、16:00〜16:30
「RAGNAROK」 Dance Dance!
出演者:ダンスチーム[タノックス]
お馴染みのラグナロクオンラインキャラクター ダンサー の衣装を身に纏った五人組によるダンス公演。
●9/24（金） 12:30〜13:00、15:30〜16:00、25（土）、26（日） 10:30〜11:00、14:30〜15:00
「GRAVITY」インフォメーションショー
出演者：会場にお越しの皆様による自由参加
ステージで司会者がグラヴィティのご案内を致します。その後のクイズに正解された方へ豪華プレゼントを準備中。
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●9/24（金）、25（土）、26（日） 10:00〜10:30、16:30〜17:00
R.O.S.E. ハイライト
「R.O.S.E. online 」の映像をグラヴィティブースステージにて公開
●9/25（土）、26（日） 11:30〜11:45、13:30〜13:45
「GRAVITY」 ○×ゲーム
出演者:会場にお越しの皆様による自由参加
グラヴィティの代表的ゲーム「ラグナロクオンライン」「R.O.S.E. online 」に関するクイズは○か×かの二者択一、結果はいかに？
●9/25（土）、26（日） 11:45〜12:00、13:45〜14:00
R.O.S.E. を探せ！
出演者：会場にお越しの皆様による自由参加
設置されたボードのアルファベットの中から、R.O.S.E.の 4 文字にボールを命中させプレゼントをゲット！
●9/24（金） 11:30〜12:00、25（土）、26（日） 12:30〜13:00、15:30〜16:00
エキサイティング 7 つの鍵
出演者：会場にお越しの皆様による自由参加
鍵のかかった 2 つの箱の中に閉じ込められてしまった ＲＡＧＮＡＲＯＫガール と R.O.S.E. ガール 。7 つの鍵を持つ挑戦者が 7 秒
以内に扉を開けることはできるのか？成功者には記念撮影と豪華商品をプレゼント。
●9/24（金）、25（土）、26（日） 11:30〜12:00、14:30〜15:00
「ＧＲＡＶＩＴＹブース」クイズ旅行
出演者：会場にお越しの皆様による自由参加
グラヴィティブース内のインフォメーションデスクにてクイズ用紙を配布。ブースを見学しながら解答を探しインフォーメーションデスク
へ、正解された方へはプレゼントを準備中。
●9/24（金）、25（土）、26（日） 10:00〜17:00
Ｐｈｏｔｏ Ｐｈｏｔｏ
出演者：会場にお越しの皆様による自由参加
グラヴィティブース内に ＲＡＧＮＡＲＯＫフォトゾーン R.O.S.E.フォトゾーン を設置、ゲームのマスコットガールとともにあなたも記念
撮影をどうぞ。
●9/24（金） 11:15、12:15、13:15、13:45、15:15、15:30、16:15、9/25（土）、26（日） 11:15、12:15、13:15、14:15、15:15、16:15
イベント出演者との記念撮影会
出演者：会場にお越しの皆様による自由参加
各イベント終了後にイベント出演者達との記念撮影会。ご参加お待ちしております！
KDDI
ブロードバンド対応のネットワークゲームシステム「マルチマッチングＢＢ（ＭＭＢＢ）」に対応したオンラインゲームのプレイアブル展示
（体験コーナー）や、イベントステージでのＭＭＢＢサービス、対応タイトル紹介プレゼンテーション等を予定しています。
【実施イベント】
●9/24（金）〜26（日）
MMBB 紹介ステージ
出演者：未定
MMBB サービス説明プレゼンテーション
●9/25（土）、26（日）
タイトルカンファレンス
出演者：未定
TGS 後に発売予定の MMBB 対応タイトル紹介プレゼンテーション

コーナー別 50 音順／株式会社等の表記省略
※イベントタイトルおよび、内容、時間、出演者等は変更される場合があります。

「東京ゲームショウ２００４」ブース内容一覧 Ｎｏ.２

Page.7

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
Doodoo Rock（ドゥドゥラク）
出演者：Doodoo 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てもらっている「DoodRock」。
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。
元気
元気株式会社は、動乱の幕末期を生きた倒幕派と佐幕派の双方の歴史を追体験する「風雲 幕末伝」と、国内有名サーキットを舞台に
熱いバトルが繰り広げられる新作レースゲーム「レーシングバトル」を出展します。
【実施イベント】
●9/25（土）
ヤングマガジン一押しギャル「早見あい」撮影会
出演者：早見あい
タレント『早見あい』ちゃんのトーク＆撮影会を開催します。
●9/25（土）
紅（KURENAI）ミニライブ＆撮影会
出演者：紅（KURENAI）
2004 年 JGTC 海外ラウンドイメージガールで結成されたユニット『紅』。メンバーは「澄谷薫」「山本渚」
「青木美樹」の３人です。彼女達の撮影会とミニライブです。
●9/26（日）
AZURE（アジュール）ミニライブ＆撮影会
出演者：AZURE（アジュール）
レースクイーンの「山口由紀子」「三浦唯」「斉藤優」「岬沙弥」の４人のユニット。彼女達の撮影会とミニライブです。
コーエー
コーエーブースでは、9 月 16 日発売直後の「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（仮称）」、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。
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コナミ
コナミの最大の特徴として、ビジネスデーにインターネットによる生中継を実施します。コナミのホームページ内に特設ページを開設。生
中継放送を中心に、コナミブースの様々な情報を積極的に発信してまいります。
ブース内では、年末から来年にかけての注力タイトルの数々を出展します。全世界待望の「METAL GEAR SOLID」シリーズ第 3 弾とな
る「METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER」。このほか、セクシーで美しい 3D モデルを操作する女子プロレスゲーム「ランブルロー
ズ」。そして、究極のリアルドライブシミュレーター「Enthusia 〜Professional Racing〜」など、話題の作品が目白押しです。また、話題
の新型携帯ゲーム機「プレイステーション・ポータブル」（PSP）対応ソフトも 4 タイトル出展するほか、携帯電話コンテンツ「METAL
GEAR」を披露します。
【実施イベント】
●9/24（金）〜26（日）
「メタルギア ソリッド 3 スネークイーター」
朝10：00からのステージ『SURVIVAL 1 〜PROLOGUE〜』をかわきりに毎回違った内容を皆様にお届けするステージイベントが盛り
だくさん。新しいゲームシステムであるカムフラージュやフードキャプチャー、CQCの紹介を始め、東京ゲームショウ初公開の新しい
システムや、他で見ることのできない貴重なメイキングシーンなどを、素敵なゲストの方々をお迎えし紹介します。
また、最新ハード、PSP専用ソフト「METAL GEAR ACID」の情報もあり、今年の東京ゲームショウはメタルギアコーナーからは一瞬
たりとも目が離せません。
●9/24（金）〜26（日）
「ランブルローズ」
3日間、毎時20分から1日合計7回のステージが開催されます。対戦結果を予想するお客様参加型ステージ、声優が登場予定のト
ークショーステージ、ハイクオリティ映像、こだわりの音楽、派手な演出など魅力満載です。特にセクシーキャラクターのリアルなプロ
レス姿は必見です。
●9/24（金）〜26（日）
「エンスージア」
毎時 40 分から、実況を交えたタイムトライアルイベントを実施。その他プロレーサーへのチャレンジや、ゲーム雑誌有名ライターに
よるガチンコ勝負をステージにて開催します。また終日実施するタイムトライアルでは、ＴＧＳでの最高ラップを樹立した方に豪華賞
品をプレゼント。もちろん、参加頂いた方全員にもプレゼントあり！ビジュアル、挙動、システム、すべてにおいて究極であるドライブ
シミュレーター、国内初登場。
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】
●9/24（金） 13:00〜
「ＧＡＩＮＡＸタイトルイベント」
出演者：株式会社ガイナックス 取締役統括本部長 武田康廣、株式会社ガイナックス 取締役 赤井孝美
株式会社ガイナックスの取締役、武田氏、赤井氏の両氏による、当日発表されるガイナックスタイトルについてのトークショー。
●9/25（土） 12：00〜、9/26（日） 16：00〜
「てんほー牌娘 声優イベント」
出演者：高橋美紀（9/25＆9/26）、こおろぎさとみ、生天目仁美（9/25）、
かないみか、西原久美子、井上喜久子（9/26）
ゲームに出演している人気声優のキャラクター紹介や開発裏話、見どころなどを披露。
●9/25日（土） 14:00〜、26（日） 12：00〜
「ファンタスティックフォーチュン２☆☆☆（トリプルスター） 声優イベント」
出演者：櫻井孝宏（9/25）、高橋広樹（9/26）
ゲームに出演している人気声優のキャラクター紹介や開発裏話、見どころなどを披露。
●9/24 日（金）〜9/26 日（日） 随時
「ころん 対戦イベント」
パズルゲーム対戦を皆さまにして頂き、商品をゲットしてもらいます。
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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】
●9/24（金） 13：00〜13：30、9/25（土） 16：00〜16：30
「ベルセルク」
ベルセルクの魅力、操作方法など実機を使ってたっぷりと紹介。ここだけの話も聞けるぞ。土曜日のステージでは、ユーザー参加イ
ベントを開催！激レア賞品がもらえるチャンス！（サイン入りグッズなどなど）
●9/24（金） 15：00〜16：00
「DERBY OWNERS CLUB ONLINE」
出演者：杉本 清/川村ひかる
２００４年冬、いよいよ本格始動の「ダービーオーナーズクラブ オンライン」の世界をたっぷり紹介！今後予定されているβテストな
どのスケジュールも発表。さらに「馬と競馬を愛する」ステキなゲストをお迎えしての夢とロマン溢れるトークショーを実施！
●9/24（金） 16：00〜16：30、9/26（日） 11：00〜11：30
「PHANTASY STAR ONLINE BB」
出演者：ソニックチーム見吉プロデューサー、節政ディレクター
常に進化を続けるＰＳＯシリーズ。今年は現在、好評稼動中のＰＣ版「ファンタシースターオンライン ブルーバースト」を引っさげての
登場です。新マップ、新エネミーの紹介に加え、ＰＳＯファンには聞き逃せない新情報も！？新たなる出会いと新たなる冒険が、今、
始まります！
●9/25（土） 11：30〜12：30
「ギルティギア イスカ バトルステージ」
メモリーカードを持ってセガ・サミーブースステージに集まれ！カスタマイズされた「ロボカイⅡ」だけの対戦も開催されるので、「ロボ
カイファクトリー」で自分だけの「ロボカイⅡ」を作ってステージに集まれ！ゲーム勝った方には、豪華賞品ゲットのチャンス！
●9/25（土） 13：00〜13：30
「サクラ大戦 V〜さらば愛しき人よ〜 声優ステージ」
出演者：広井王子総合プロデューサー、大場規勝エグゼクティブ・プロデューサー
星組声優５名（小林沙苗・皆川純子・松谷彼哉・齋藤彩夏・園崎未恵）
シリーズ最新作「サクラ大戦 V〜さらば愛しき人よ〜」。シリーズ初登場となる紐育華撃団・星組のヒロインたちの活躍を総合プロデ
ューサーの広井王子氏、エグゼクティブ・プロデューサーの大場規勝氏、そして紐育華撃団・星組の声優陣と共に紹介！そして、星
組声優陣による、サクラ大戦 V のオープニング曲「地上の戦士」も披露！
※当日観覧整理券配布（配布方法は、後日セガ／サミー各社のホームページで発表します）
●9/25（土） 15：00〜15：30
「シャイニング・ティアーズ」
出演者：保志総一郎、セガ竹崎、澤田
この秋発売のシャイニング・ティアーズの魅力をゲストと共に紹介！ゲストにシャイニングティアーズ主人公の声優「保志総一郎」さ
んを向かえ、ゲームの世界観、主題歌の魅力いっぱいの制作裏話を披露。そして、シャイニングティアーズの主題歌を保志総一郎
さんが熱唱！（初お披露目！！）
※当日観覧整理券配布（配布方法は、後日セガ／サミー各社のホームページで発表します）
●9/26（日） 12：00〜12：30
「サクラ大戦 V〜さらば愛しき人よ〜」
出演者：広井王子総合プロデューサー、大場規勝エグゼクティブ・プロデューサー、寺田貴治ディレクター
シリーズ最新作「サクラ大戦 V〜さらば愛しき人よ〜」。今作の舞台は米国の紐育。シリーズ初登場となる紐育華撃団・星組の活躍
や今作の魅力を、総合プロデューサーの広井王子氏、エグゼクティブ・プロデューサーの大場規勝氏、ディレクター寺田貴治の３人
から詳しく紹介！ここだけの話も聞けるチャンスだ！
●9/26（日） 12：45〜13：45
「井上喜久子のキャラメルハイツりょー子先生も来るわよ〜ん」
出演者：井上喜久子・中尾良平・永井のあ・近藤佳奈子・三好りえ・阿部玲子・依田恵理子、ゲスト：金田朋子
今年もやります！公開録音。その名も「井上喜久子のキャラメルハイツりょー子先生も来るわよ〜ん」！文化放送ラジオ番組「井上
喜久子のｷｬﾗﾒﾙﾊｲﾂ」とドラマＣＤ「りょー子先生の診断室」がコラボレーション！井上喜久子さんをはじめ、豪華ゲストや賑やかな
出演者たちがラジオを CD を飛び出しての大騒ぎ！この機会を見逃すな！
※当日観覧整理券配布（配布方法は、後日セガ／サミー各社のホームページで発表します）
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●9/26（日） 14：00〜14：30
「ぷよぷよフィーバー ＴＧＳ２００４最強決定戦」
今年は２００４年！２００４年はぷよの年！ＴＧＳセガブース内ぷよぷよフィーバーコーナーで当日予選大会を開催！ステージでは予
選大会で勝ち残ったチャレンジャー、そして最強ゲスト迎えて最強決定戦を実施！優勝者には豪華賞品を用意！
●9/26（日） 15：00〜15：30
「ベルセルク 声優トークショウ」
出演者：神奈延年・渕崎ゆり子・ゆかな
ベルセルク出演声優トークショー！出演声優の神奈延年さん（主人公ガッツ役）、渕崎ゆり子さん（パック役）、ゆかなさん（シールケ
役）をゲストに向かえ、アフレコの模様や裏話、ベルセルクの魅力をたっぷりと紹介。
※当日観覧整理券配布（配布方法は、後日セガ／サミー各社のホームページで発表します）
セガ・ロジスティクスサービス
大好評をいただいております復刻版セガサターンコントロールパッドですが、ゲーム本舗付属初回版 2000 台は即時完売してしまいまし
た。そこで 9/7 に新色のホワイトとブラックを追加した 3 色で再発売いたしました！購入を迷っている方は、ゲームショウ会場で、ぜひお
手にとっていただき、その感触を確かめてください！また巷で噂の あれ も参考出展します。その復活を、あなたの目で確かめてくださ
い。ショウ当日にビッグサプライズが待っているかも！？ブース内でアンケートも実施予定です。ご協力いただいた方には素敵なグッズ
もプレゼントいたします！内容盛りだくさんのセガ・ロジスティクスサービスブースでお待ちしております。
【実施イベント】
●9/24（金）〜26（日） 随時実施
「アンケート」
プレイアブルの周辺機器をお試しいただき、アンケートにご協力いただいた方には、プレミアムグッズをプレゼントいたします。
ソニー・コンピュータエンタテインメント
ソニー・コンピュータエンタテインメント ブースでは、 PSP ならびに秋から年末にかけて発売を予定している「プレイステーション２」
(PS2)用ソフトの展示をしております。
テクモ
テクモブースで期待の新作をいっぱい遊んじゃおう！『DEAD OR ALIVE Ultimate』は話題のオンライン対戦プレイアブルが登場！究極
のＤＯＡを存分に楽しもう!トラップアクション大作『影牢Ⅱ-Dark illusion-』は迫力の新要素を引っさげプレイアブルで遊べるぞ！人気シリ
ーズ最新作『GUNGRIFFON Allied Strike』と『FATAL FRAME 2 Crimson Butterfly』も試遊台でチェックだ！その他ゲームも楽しさいっぱ
い！携帯ゲームや最新パチスロ機｢十字架｣収録の『楽勝！パチスロ宣言２』はオトナな雰囲気で楽しめるぞ！名作アーケード集『テク
モヒットパレード』や遊園地向けアトラクション『零』４Ｄシアターもワイワイ楽しんでね！
【実施イベント】
●9/24（金） 11：00〜17：00、9/25（土）、26（日） 10：10〜17：00
「新作タイトル紹介＆テクモ History ダンス！」
今年も期待に応えて頑張っちゃいます！テクモファンに感謝を込めて『テクモ History ダンス！』をお披露目！
テクモの歴史とかわいいダンスを楽しんでください！
デジタルアクト
アナログ電話回線でリアルタイム TV 電話が楽しめる！任天堂社製、携帯ゲーム機「ゲームボーイアドバンス」を利用した画期的なテレ
ビ電話カートリッジ「カムフォアドバンス」のデモンストレーションを含めた製品のご紹介。
公式 Web サイト http://www.campho.jp
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。
【実施イベント】
●9/24（金） 15：05〜15：45
「NARUTO 激闘忍者大戦 2」バトル大会
●9/24（金） 16：05〜16：45、9/25（土） 14：50〜15：30、9/26（日） 10：35〜11:15
「ZOIDS ストラグル」バトル大会 ※9/25（土）はトーナメント戦（予選あり）
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●9/25（土） 12：05〜12：45、9/26（日） 12：05〜12：45
「NARUTO 激闘忍者大戦 2」バトル決勝大会
●9/25（土） 13：30〜14：15、9/26（日） 13：35〜14：15
なりきり忍者大会
●9/25（土） 、9/26（日） 16：05〜16：45
声優トークショー
●9/25（土） 10：35〜11：15、9/26（日） 16：05〜16：45
「ZOIDS VS.3」バトル大会 ※9/26（日）はトーナメント戦（予選あり）
トンキンハウス
トンキンハウスの「アクティブノベル」第２弾、「D→A:WHITE」が満を持して初のお披露目！前作「D→A:BLACK」で好評だったウィンドウ
ワークなど動きのある演出にさらに磨きをかけ、システムの改良はもちろん、シナリオやグラフィックも大幅にパワーアップし、単なる続
編の枠を超えて進化しました。紙芝居のような単調なノベルゲームとは一味違う面白さを是非体験してください。また、ブースではインタ
ーネットラジオ「D→A ドリームラジオ」の公開収録を実施！いつも以上に豪華なゲストを迎えての２日間、楽しいトークにご期待くださ
い。そしてさらに、トレカやストラップなどのオリジナルグッズがその場でもらえる抽選会も実施！
【実施イベント】
●9/25（土） 11：00〜11：30、12：00〜12：30、13：00〜13：30、15：30〜16：00、
9/26（日） 11：30〜12：00、13：00〜13：30、14：30〜15：00、16：00〜16：30
「D→A ドリームラジオ公開収録」
出演者：25（土） tiaraway（千葉紗子＆南里侑香）、松来未祐、盛政樹
26（日） 松来未祐、盛政樹、桑谷夏子（9/26 11：00 と 13：00 の回のみ）
井上喜久子（9/26 14：30 の回のみ）、川上とも子（9/26 16：00 の回のみ）
「D→A ポータルサイト」（http://www.webcity.jp/da/）にて好評配信中の無料インターネットラジオ「D→A ドリームラジオ」の公開収録。
●9/24（金）〜9/26（日）
「オリジナルグッズ抽選会」
トレカ、ストラップ、ポスターなど豪華賞品がその場で当たる抽選会です。ラジオ収録以外の時間帯に随時実施予定です。
●9/24（金）〜9/26（日）
「ゲーム内容紹介」
「D→A:WHITE」のゲーム内容を、映像を交えて紹介します。ラジオ収録以外の時間帯に随時実施予定です。
※都合により時間は変更になる場合もございます。詳細はイベント当日にトンキンハウスブースにてご確認下さい。
ナムコ
期待のＲＰＧシリーズ最新作「テイルズ オブ リバース」をはじめ、フライトシューティングゲームの最高峰「エースコンバット５ ジ・アンサ
ング・ウォー」や新作アクションアドベンチャーゲーム「デス バイ ディグリーズ 鉄拳：ニーナウイリアムズ」、さらにアーケードでの稼動
を間近に控えた「鉄拳５」を試遊展示、実際にプレイして出来映えをお試しいただけます。その他、新作タイトルを出品予定ですのでご
期待ください。
【実施イベント】
●9/24（金）〜26（日）
「新作ソフト紹介」
「エースコンバット５」、「デス バイ ディグリーズ 鉄拳：ニーナウイリアムズ」等をはじめとする、ナムコブース展示ソフトの紹介ステ
ージ。
●9/25（土）
「テイルズ オブ」シリーズ スペシャルステージ
出演者：ナムコ開発担当者（吉積プロデューサー）、 テイルズ オブ シンフォニア 出演声優
「テイルズ オブ」シリーズ紹介のステージ。25 日は『 シンフォニア ＤＡＹ 』と銘打って、発売直後の新作・プレイステーション２用
「テイルズ オブ シンフォニア」の情報を中心に展開します。ナムコ開発担当者の他に、出演声優の方々が登場します。
●9/26（日）
「テイルズ オブ」シリーズ スペシャルステージ
出演者：ナムコ開発担当者（吉積プロデューサー）、 テイルズ オブ リバース 出演声優
「テイルズ オブ」シリーズ紹介のステージ。26 日は『 リバース ＤＡＹ 』と銘打って、期待の新作・プレイステーション２用「テイルズ
オブ リバース」の情報を中心に展開します。ナムコ開発担当者の他に、出演声優の方々が登場します。
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日経 BP 社
『日経キャラクターズ！』など雑誌・書籍の展示・販売を行います。
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自社で行い、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）。２００４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の現物方式から、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することに成功し中国国内では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。
ノキア・ジャパン
ノキアは、モバイル・コミュニケーションにおける世界的リーダー企業で、携帯通信業界全体の持続可能な発展に向けて常に取り組ん
でいます。当ブースでは、世界の Nokia の携帯電話をご紹介するとともに、国内外ゲームメーカーによる Nokia の携帯電話上で動くゲー
ムを展示します。ブースでは実際に N-Gage QD を含む Nokia の携帯電話上で動く、ゲームを体験していただけます。「Nokia 6630」を含
む Symbian OS 搭載端末や Java 対応端末の展示と、これら端末向けに各種ゲームを制作できるプラットフォームおよび開発環境等の
紹介も行います。
ハドソン
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
フにした九洲（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（いちよ）」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。「煉獄 The Tower of Purgatory」は、ダンテの詩編「神曲」をモチーフにした特異な世界観を持ち、
デザインには「ウィザードリィ」シリーズでおなじみの末弥純（すみえ じゅん）氏を起用しています。
ハムスター
老若男女誰でも気軽に楽しめるハムスターブースでは、ほのぼのキャラの犬福をクイズで育てる、癒し系バラエティゲーム「すくすく犬
福」、世界中のゲーム賞総ナメ！爆発的人気の超本格派音楽創作ゲーム「ｅＪａｙ」、どーもくん ゴン太くん 達が大活躍！「ＮＨＫキャラ
クターゲームズ」が全てプレイヤブル出展！一般公開日には、当日参加全然ＯＫの「すくすく犬福」ミニゲーム大会が予定されている
ぞ！さらに、すくすく犬福のメインキャラクターの犬福がハムスターブースに遊びに来るといった情報も！？
バンダイ
PS2「ガンダム SEED 終わらない明日へ」PS2「NARUTO−ナルト− ナルティメットヒーロー２」そして、PS2「宇宙戦艦ヤマト」、「ガンダ
ムシリーズ」の特別編集映像を上映。また、PS2「ガンダム SEED 終わらない明日へ」PS2「NARUTO−ナルト− ナルティメットヒーロー
２」の発売前直前のゲーム体験や、今年発売になるタイトルの先行ゲーム体験。ほかにも、ゲームショウ当日に、発表されるタイトルや
映像が目白押し。見逃さないように、チェック!!ブースには、時々「ケロロ軍曹」が遊びに来る予定。
フジワーク
株式会社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。

PlayStation 2 用の「真」コントローラや「Ｄ端子＋光ケ

ーブル」等次期新製品を発表・展示いたします。また、開発中のハンドルコントローラを参考出品いたします。それぞれ試遊台を用意い
たしますので、新しい感触をお楽しみください。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、飛躍し続ける株式会社フジワークにご期待ください。
【実施イベント】
●9/24（金）〜26（日） 11：45〜12：00、14：00〜14：15、16：00〜16：15、
「抽選会」
簡単な抽選会を行い当選者に当社製品をプレゼントいたします。
プレイシート
プレイシートの世界へようこそ。ドライビングを楽しむ事が生き甲斐と感じている方も多いはず。そんなレーシングドライバーの気分が味
わえるシートが登場しました。その名も『プレイシート』。このプレイシートは、今までのゲームセンターでしか味わえなかったレーシング
ゲームを家庭で楽しめる画期的なレージングシートです。通常では味わえない、過激なドライビングもプレイシートを装着することで、よ
り臨場感あふれるプレイでお楽しみいただけます。カラーバリエーションも３種類（赤、青、黒）から選ぶことができます。コンパクトに収
納ができ、持ち運びも便利に設計されました。そんなヨーロッパ生まれのプレイシートを是非ご堪能ください。
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マチダ
メーカーから消費者まで、みんなにメリットがある新流通システムの紹介を行います。どこかで余っている商品を必要な販売店や消費
者の元にスムーズに移動させて、市場在庫の偏りによる値段の変動や、欲しいのに近所に無いからあきらめるといった状況を解決で
きます。参加者が増えれば、価格暴落の抑制効果も期待でき、より健全な市場を作って行く手助けになると考えます。システムの閲覧
や利用は売買が発生しない限り全て無料！メーカー・流通・販売店の皆様は、Ｍ−マッチングシステムへの参加をご検討お願いいたし
ます。消費者の皆様は、ぜひ、マチダゲームズストアーへご入会ください。マチダブースへの来訪をお待ちしています。
［ゲームスクールコーナー］
アクト情報ビジネス専門学校
「東京ゲームショウ」に２回目の参加になりますアクト情報ビジネス専門学校は、東京の北に位置する田端に平成５年、わが校の前身
である、中央工学校 女子情報処理科、企業情報処理科から創立された、まだ若い学校です。そんな我が校のゲーム科は、歴史も経
験も浅いですが、平成１４年、１５年と２年連続で「アマチュアゲーム大賞（現：スチューデントゲーム大賞）」に入賞しました。授業はゲー
ム製作の企業と協力して、リアルタイムの生の業界を中心に展開された、専門学校には珍しいオープンな学校です。もちろん就職もバ
ッチリですっ！是非、ブースまたは学校の遊び？に来てください。
麻生情報ビジネス専門学校
本校は３つの都市に１１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」では学校を代表して、
ゲームクリエータ科の学生がゲームショウ出展を目差して制作したゲームプログラム作品を展示します。本年はＣＧのパネル作品も展
示します。当ブースで若きクリエーターたちの制作したゲームプログラム作品を体験してみてください。
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 2001 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。
菅原学園 専門学校デジタルアーツ東京
東京の池袋にあるゲーム・アニメ・声優・ＣＧ・ミュージック系を中心とした東京都認可の専門学校です。ブースは体験コーナー、展示コ
ーナー、説明コーナーの構成としています。体験コーナーではゲームクリエイティブ学科の学生による３Ｄアクションゲームを体験してい
ただきます。迫力ある映像をお楽しみください。展示コーナーでは在校生や卒業生が携わり実際に製品として発売されているゲーム作
品を展示いたします。説明コーナーでは現役のゲームクリエーターでもある本校講師によるゲーム業界情報や本校のカリキュラム、学
校の特色等についてご説明いたします。ぜひお気軽にお立ち寄りください！
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
プログラミング科とゲームＣＧ科があります。ブースでは学生が作ったゲーム作品や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
でぜひお立ち寄りいただき、プレイしてご感想を聞かせてください。高校生には入学案内書なども差し上げています。あなたもゲームを
つくる側になってみませんか？
専門学校 東京ネットウエイブ
ゲームエンターテイメントビジネス科の学生作品を中心としたデモンストレーションならびに、実際に PLAY することもできます。今回発
表する作品は、ゲーム企画、ゲームプログミング、ゲームグラフィックデザインの３専攻の制作チームによる作品です。また、BGM もデ
ジタルサウンドビジネス科の学生作品で、コラボレーションにより制作されたゲームです。ゲームを PLAY するだけではなく、そのゲーム
の制作過程や制作期間中の苦労などゲームの画面上には現れない部分も公開することができます。ゲーム作品の他、CG アニメーシ
ョンや、実写と CG との合成をメインにした映像作品など、エンターテイメント性の高い学生作品も公開します。
総合学園 ヒューマンアカデミー
総合学園ヒューマンアカデミーのブースでは、全国８校舎の優秀な学生作品を展示しております。２Ｄ・３Ｄ以外にも、チーム制作による
ゲーム作品も盛りだくさん！また、その他、ブースに来てくれた方に、ゲームファンには、たまらないステキなプレゼントがあたる大抽選
会も実施中です。岡本吉起学園長も登場予定です。(時間未定)
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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３Ｄ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「ＩＮＳＴＩＧＡＴＥ」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
に多くの受賞実績があり、本年度ＣＥＳＡスチューデントゲーム大賞にも２作品がノミネートしています。カプコン様対面の小さなブース
ですが、学生が制作したゲームプログラム、３ＤＣＧムービー、２ＤＣＧなどコンテスト受賞作品を中心に展示します。Ｗｉｎｄｏｗｓで動作す
る２Ｄ、３Ｄのシューティング、アクション、Ｊａｖａで動く携帯ゲームなどです。また、３ＤＣＧムービーを中心にＤＶＤでの映像展示もありま
す。ノミネート作品など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。
［物販コーナー］
アルケミスト
今回のアルケミストは物販ブースで参加いたします。弊社１０月２８日発売新作ソフト「DC バルドフォース EXE」から書き下ろしテレホン
カードなど数種類のグッズをご用意、１１月２５日発売新作ソフト「PS2 片神名 喪われた因果律」からも書き下ろしテレカなど販売を予
定しております。そしてアルケミストイベント物販ではお馴染みの「びんちょうタン」も忘れておりません。新作グッズ、「クヌギたんストラッ
プ」など数点をご用意してお待ちしております。お暇のある方は是非お立ち寄りください。
キッド
今年５周年を迎えた「Memories Off（メモリーズオフ）」シリーズ最新作の「Memories Off〜それから〜」や新作「monochrome（モノクロー
ム）」をはじめとするタイトルの限定テレフォンカードやグッズをはじめ、ＫＩＤオリジナルグッズをブースにて販売しています。
コスパ
コスパブースでは、大人気ゲームのファイナルファンタジーXI のレアな「黒マンドラゴラ」のぬいぐるみが登場！！また、黒魔道士シャン
トット様卓上クロックや国家の紋章を入れた「ウィンダス連邦」「三ドリア王国」「バストゥーク共和国」のシルバーリングが登場します！！
その他にも、クラナド・フルハウスキス・金色のコルダなどのグッズが盛り沢山！！！男の子も女の子も楽しめるブースになっておりま
すので、当日はコスパブースに急げ！！！
テクモ
緊急速報！！いよいよ発売直前の『DEAD OR ALIVE Ultimate』にヒトミが電撃参戦することを記念して、ファン念願の「ＤＯＡＵ テレホ
ンカード／ヒトミＡ・Ｂ」を東京ゲームショウ初出しで販売しちゃうぞ！もちろん、その他にも『DEAD OR ALIVE』シリーズ 2004 年ニューア
イテムをはじめ、各種イベントでも品切れ続出の『スーパーブラックジャック』Ｒｉｏちゃんグッズも再入荷！このチャンスを見逃すな！（商
品は数に限りがございます、売切れ次第販売を終了しますので予めご了承ください）
テクモオンラインショップ⇒ http://www.tecmo.co.jp/shopindex.htm
電撃屋
メディアワークス 電撃屋 PS2 用ゲームソフト 『双恋-フタコイ-』 11 月 11 日発売決定！東京ゲームショウでは『双恋-フタコイ-』グッズ
大集合！TGS 初売りの商品もご期待ください。
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[開発ツール＆ミドルウェアコーナー]
アビッドテクノロジー
Alienbrain は、アーカイブや検索に注目している従来のアセット・マネージメントとは違い、デザイナをはじめ、プログラマやプロジェクト・
マネージャが、開発プロセスの中で全資産を管理するために必要な、強力なフレームワークを提供します。今回は、最新バージョンで
ある v7.0 と日本国内のユーザー事例をご紹介します。すでに多くのゲーム開発会社で使われ開発プロジェクトの生産性向上に寄与し
ています。
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機能をご紹介いたします。最新の携
帯ゲーム機向けツール「iMageStudio for NINTENDO DS」や「iMageStudio for PlayStation(R) Portable」をはじめ、各ゲーム機向けの画
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。是非とも「SpriteStudio」の 2D アニメーション編集機能をご確認くだ
さい。
【実施イベント】
●9/24（金） 13：00〜14：00
「iMageStudio for Mobile Contents 製品デモ」
エイリアス システムズ
ゲーム開発、制作に携わる方向けに、３Ｄグラフィックス・テクノロジー分野をリードする革新的なエイリアスの３ＤＣＧソフト、Ｍａｙａをご
紹介します。また、ステージデモではＭａｙａからゲームへのデータエクスポートも披露します。
クライテリオン・ソフトウエア
開発、確認、チューニングをリアルタイムに行うことができる次世代のゲームソフト統合開発環境「RenderWare Studio2.0」を展示、「ヒッ
トするゲームを創る」ための決定的なソリューションを、実際に触れて体験していただくことができます。
CRI・ミドルウェア
国内外 880 以上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』及び『CRI Sofdec』、また、今春発表を行ったサウンド
オーサリングミドルウェア『CRI Sound Factory』について、最新のデモをお見せいたします。また、24 日の 15:25〜16:05 には、開発ツー
ル＆ミドルウェアコーナー内「TGS シアター」にて、マルチハード向けサウンドオーサリング環境『CRI Sound Factory』について、ワークシ
ョップ講演を行います。ＣＲＩ・ミドルウェアは、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。
3D コネクション 日本支社
3Dコネクション日本支社は、世界最大のインターフェイスデバイスメーカーＬｏｇｉｔｅｃｈ（日本ではロジクール）の３Ｄデバイス専門子会社
です。３ｄｓ ｍａｘ、Ｍａｙａ、ＳＯＦＴＩＭＡＧＥ｜ＸＳＩ、Ａｄｏｂｅ Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ等に代表されるＣＧ・デザイン関連アプリケーションでモデリング
やアニメーション作業の時間短縮、生産性向上、負荷や疲労の軽減を実現して、世界中でプロフェッショナルユーザに貢献しています。
今回は、ＧＤＣでも、『スペースシャトル開発から生まれ
た「二刀流」マウス』として紹介された先進のコントローラをデモを交えてご紹介致します。セミナー受講者の方には、無償で評価機の貸
し出しを実施します。
【実施イベント】
●9/24（金） 10:00〜10:15、11:00〜11:15、12:00〜12:15
「モデリング＆アニメーション業務等における快適操作と生産性向上」（事前予告編）
12:40〜13:20 に TGS Developer's Workshop A 会場で開催される同題の 3D CG アプリケーションを使った実演
デモとセミナーの事前予告を行います
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SOFTIMAGE
バーチャーファイターから最新のメタルギアソリッド 3、Half−Life2 までの主要ゲームコンテンツのメインツールとしての実績を誇る
Softimage は最新バージョンの開発にあたり日本のゲームユーザ様からの 1500 に及ぶフィードバックを反映しました。本セミナーではゲ
ーム制作を変える力を持つカスタムディスプレイホスト API やユーザ様の事例を交えながら XSI のゲーム制作向け機能をご紹介しま
す。
ソリッドネットワークス
長年の実績と運用経験をもとに、データセンター、サーバー運用、課金システム、顧客サポート、オンラインゲーム運営(GM 業務、イベ
ント企画、コミュニティ管理等)などのアウトソーシングをご提案いたします。
トライメディア
トライメディア社は、ＰＣゲーム等のソフトウェアを暗号化し、ダウンロード、パッケージ、Ｐ２Ｐで流通させるための著作権保護、課金決
済、ホスティング、顧客サポート等の各種サービスを提供しております。
ティーエムエス
3D ゲームの開発に欠かせない３D ソフトの「CINEMA 4D」の新バージョンと、Maya や 3ds max といったメジャーな 3D ソフトと連携のとれ
るテクスチャ作成・UV 編集ソフトの「BodyPaint 3D」を紹介します。今回バージョンアップして強化された、CINEMA 4D はモデリング機能
をご覧ください。
【実施イベント】
●9/24（金） 12：40〜13：20
「BodyPaint 3D と CINEMA 4D によるテクスチャ作成とモデリング」
出演者：宮田敏英
BodyPaint 3D と CINEMA 4D によるテクスチャ作成とモデリングを、実際のゲーム開発の事例とともに紹介します。
ディスクリート
アメリカ・ロサンゼルスで開催された CG の祭典、"SIGGRAPH 2004"で発表された 3D CG アニメーションツールの最新バージョン、『3ds
max 7』のデモンストレーションを中心に展示します。ビジネスデイ、9 月 24 日（金）、11：25〜12：25 の開発ツールミドルウェア会場で行う
ワークショップでは、ゲームソフト開発向けに開発された 3ds max 7 の選りすぐりの新機能を中心に紹介します。特に 法線マッピング
機能は秀逸で、他の追随を寄せ付けないほどのブラッシュアップが図られています。次世代ゲームも視野に入れたソフトウェア開発を
目指しているゲームデベロッパの皆様、是非ご参加ください。
ビックワールド・ジャパン
ビッグワールド テクノロジーは、多人数接続型オンラインゲーム開発のための最も先進的な統合型ソリューションです。スケーラブル
で、障害に強く、一空間に何百万人ものプレイヤーが接続する真の MMOG が構築できます。
フラクタリスト
株式会社フラクタリストではユビキタス・モバイルネットワーク技術を核として日本・中国・台湾で事業展開を行っております。今回は
NAT 越え問題を解決する 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ついて出展いたし
ます。また、数万〜数十万台のクライアント端末を効率よく管理するスケーラブルなサーバ技術についてもご説明いたします。
メトロワークス
メトロワークスブースでは、発売を控え今回のショウで最も注目の集まる最新プラットフォーム"PlayStationR Portable"と NINTENDO
DS(TM)向けの開発環境を中心に、その他のゲームプラットフォーム向けの最新ゲームソフトウェア開発環境、CodeWarrior を使用して
開発された人気ゲームソフトの数々をご紹介いたします。9/24 のビジネスデイには、会場内でワークショップも開催いたします。ブース
でアンケートにご回答いただいたゲームデベロッパの方には、東京ゲームショウ限定の CodeWarrior ノベルティグッズを差し上げます。
デベロッパの皆様のご来場をお待ちしています。
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[キッズコーナー（タッチ＆トライ、物販）]
カプコン
「X8」などのロックマンシリーズ新作を 1 日中楽しんじゃおう！！そのほかにも「ビューティフルジョー２」などの人気タイトルが遊べる
ぞ！！
【実施イベント】
●9/25（土）、26（日） 時間未定
「エックスといっしょに記念撮影！」
「パニックメーカー コズミくんといっしょに記念撮影！」
みんなでカプコン人気キャラクターといっしょに記念写真を撮ろう！！そのほかにも楽しいイベントもりだくさんだよ！！※定員にな
り次第受付終了となります。
コナミ
人気コミックのゲーム化タイトル GBA「コロッケ！Great 時空の冒険者」や GBA「パワプロクンポケット７」、アイトーイ対応の PS2「DDR
Festival Dance Dance Revolution」、GBA「がんばれゴエモン傑作選！ゆき姫とマッギネス（仮）」などお子様に大人気のシリーズ最新作
がついに登場。他にも TV と本体をつなぐだけで簡単に楽しめる体感ゲーム＜PLAY-POEMS シリーズ＞の「熱血パワプロチャンプ」、
「爽快ゴルフチャンプ」を出展。親子で仲良く楽しめます。また、コナミブースにトラック出現。全国を周っているゲームキャラバントラック
がステージとなり人気タイトルのゲーム大会や PS2「カラオケレボリューション」を使用したカラオケ大会でキッズコーナーを盛り上げま
す。
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！「ボンバーマンバトルズ」は、シンプルルールで完成されたゲームシステムでいつまでも変わらぬ
面白さを味わえるおなじみのバトルゲームを筆頭に、「野球」「ゴルフ」「テニス」の 3 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。
バンダイ
発売中、発売直前のゲームがたくさん遊べるブースになっています。ゲームコーナーの他にも、「レジェンズ」のおもちゃで遊べたり、ガ
シャポンやカードダスを手に入れられるコーナーもあるよ！ブースには、「レジェンズ」のチビシロン や「ケロロ軍曹」が、時々遊びにくる
ので、ぜひ会いに来てね！ステージでは、楽しいゲーム大会をするから、みんな遊びに来て、参加していってね。
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