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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/税込） 発売日(予定) オンライン対応

一般展示
アトラス ステラデウス ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2 ¥7,329 2004年

真・女神転生オンライン IMAGINE 総合ｵﾝﾗｲﾝRPG PC 未定 2004年 対応
新世紀勇者大戦 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2 ¥7,329
デュエル・マスターズ３ ｶｰﾄﾞｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ GBA ¥4,800 2004年12月
グローランサーⅣ　Return その他 PS2 未定
九龍妖魔學園紀 ｼﾞｭｳﾞﾅｲﾙ伝奇 PS2 ¥7,329 2004年9月16日

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19日 対応
ウィンブルジャパン ウィンブルクッション「ゼ・ロ」 体感音響製品 2004年11月1日
SNKプレイモア メタルスラッグ（仮） ｱｸｼｮﾝｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PS2 未定 2005年

KOFマキシマムインパクト 格闘ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,329 2004年8月12日
ザ・キング・オブ・ファイターズ’94 RE-BOUT 格闘ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 今冬 対応
ザ・キング・オブ・ファイターズ 2003 格闘ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,140 今秋
メタルスラッグ4 ｱｸｼｮﾝｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PS2 ¥7,140 2004年9月22日
SNK VS.CAPCOM SVC CHAOS 格闘ｱｸｼｮﾝ Xbox ¥5,040 今秋 対応
メタルスラッグ4 ｱｸｼｮﾝｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ Xbox 未定 今冬
ザ・キング・オブ・ファイターズ 2002 格闘ｱｸｼｮﾝ Xbox 未定 今冬 対応
メタルスラッグ アドバンス ｱｸｼｮﾝｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ GBA ¥5,040 2004年11月18日
携帯コンテンツ 携帯電話

NCsoft Corp./エヌ・シー・ジャパン リネージュII ～The Chaotic Chronicle～ ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC ¥2,400/30日 2004年 対応
ギルド ウォー ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC 対応
シティ・オブ・ヒーロー ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC 対応
アルター ライフ ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC 対応
攻城戦ジオラマ

NTTデータ セルコンピューティング 未定 未定

NTTドコモ 真・女神転生-20XX 携帯電話 ¥315/月 配信中
バイオハザード　ザ・ストーリーズ 携帯電話 ¥525/月 配信中
ビフォア クライシス -ファイナルファンタジーVII- 携帯電話 ¥525/月 2004年9月24日
サカつくMOBILE 携帯電話 ¥525/月 配信中
I.Q Intelligent Qube（iSCEJ) 携帯電話 ¥315/月 2004年10月
ファミスタモバイル2004
(C)1986-2004 NAMCO LTD. (社)日本野球機構承認 NPB BIS プロ野球公式記録使用

機動戦士Zガンダム　グリプス戦記 携帯電話 ¥525/月 配信中
カプコン デビル メイ クライ ３ ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 未定

バイオハザード４ ｱｸｼｮﾝ ＧＣ 未定 今冬
ビューティフルジョー ２ ブラックフィルムの謎 ｱｸｼｮﾝ PS2・GC ¥6,980 2004年12月16日
ティム・バートン ナイトメアー ビフォア クリスマス ブギ―の逆襲 ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,140 2004年10月21日
ロックマンX8 ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 今秋
CAPCOM FIGHTING JAM ｱｸｼｮﾝ ｱｰｹｰﾄﾞ 今秋
トム・クランシー シリーズ ゴーストリコン ジャングルストーム ﾐﾘﾀﾘｰｼﾐｭﾚｰﾀｰ PS2 ¥7,140 2004年11月

ガンホー・オンライン・エンターテイメント タントラ ﾈｵ･ｵﾘｴﾝﾀﾙｵﾝﾗｲﾝRPG PC 未定　 未定　 専用
最遊記RELOAD GUNLOCK ｵﾝﾗｲﾝｱｸｼｮﾝ 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 フィットネスバイクがPS2のコントローラー
GRAVITY Corp. ローズオンライン MMOﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC 未定 未定 対応

ラグナロクモバイル　マジシャン編 ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 携帯電話 未定 未定
ラグナロクモバイル　マーチャント編 ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 携帯電話 未定 未定
ラグナロクモバイル　シーフ編 ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 携帯電話 未定 未定

cell computing(R)「みんなでCG
ムービーをつくろう！」プロジェクト

造型家：安藤賢司氏が手掛けた迫力のＢ1サイズジオラマ

携帯電話 ¥525/月 配信中
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ラグナロクモバイル　カプラクエスト ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 携帯電話 未定 未定
ROSHOP 韓国で開発/生産された「ラグナロクオンライン」キャラクター製品
ラグナロク ジ・アニメーション ラグナロク ジ・アニメーション映像

元気 風雲　幕末伝 ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,140 今冬
レーシングバトル -C1 GRAND PRIX- ﾚｰｼﾝｸﾞ PS2 ¥7,140 今冬

コーエー 決戦Ⅲ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2 ¥7,140 今冬
遙かなる時空の中で３ ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ PS2 ¥7,140 2004年12月
真・三國無双（仮） ｱｸｼｮﾝ PSP 未定 未定 未定
大航海時代Online MMORPG PC 未定 2005年春 対応

コナミ METAL GEAR SOLID 3　SNAKE EATER ﾀｸﾃｨｶﾙ･ｴｽﾋﾟｵﾅｰｼﾞ･ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,329 2004年冬
ランブルローズ スポーツ PS2 未定 未定
ENTHUSIA　～PROFESSIONAL RACING～ ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2 未定 未定
Jﾘｰｸﾞｳｲﾆﾝｸﾞｲﾚﾌﾞﾝ８～Asia Championship～ サッカー PS2 ¥7,329 2004年10月28日
NEO CONTRA ｱｸｼｮﾝｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PS2 ¥7,329 2004年11月4日
ナノブレイカー ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 未定
DDR Festival  Dance Dance Revolution ﾀﾞﾝｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2 ¥6,279 2004年11月18日
イース -ナピシュテムの匣- ｱｸｼｮﾝﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PS2 未定 2004年12月
S.L.A.I ～PHANTOM CRASH～(仮) ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾒｯｸｼｭｰﾀｰ PS2 未定 2005年未定 対応
METAL GEAR ACID ACID PSP 未定 未定
プロ野球スピリッツ2004クライマックス スポーツ PS2 ¥7,140 2004年9月16日
ポップンミュージック１０ 音楽ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2 ¥7,140 2004年11月18日
beatmaniaIIDX 8th style DJｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2 ¥7,329 2004年11月18日
パワプロクンポケット７ ｽﾎﾟｰﾂ・育成 GBA 未定 2004年12月2日
がんばれゴエモン傑作選！ゆき姫とマッギネス（仮） ｱｸｼｮﾝ GBA 未定 2004年12月
METAL GEAR ｱｸｼｮﾝ 携帯電話 iモード ¥315/月 配信中
O Z（仮） ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 未定
マイネリーベ　優美なる記憶 美少年誘惑ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2 ¥7,140 2004年9月22日

サイバーフロント ちゅ～かな雀士 てんほー牌娘 その他 PS2 ¥7,140（通常版） 2004年11月25日
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 ¥7,140 2004年11月25日
プリンセスメーカー４（仮） ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2 2005年

サクセス パイプラインPlus（仮） パズル 携帯電話（au/BREWｱﾌﾟﾘ） ¥210
ゴルフ（仮） スポーツ 携帯電話（au/BREWｱﾌﾟﾘ） ¥210
大当たり！スロットマシン（仮） その他 携帯電話（au/BREWｱﾌﾟﾘ） ¥210
サイヴァリア　リビジョン ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ 携帯電話（vodafone） ¥525 今秋

サンワサプライ JY-PFFUW ｹﾞｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ¥5,250 2003年3月
JY-PMUシリーズ ｹﾞｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ¥3,150 2004年8月中旬

スクウェア・エニックス キングダム ハ－ツ II PS2 未定
キングダム ハ－ツ チェイン オブ メモリーズ GBA 2004年11月11日
ファイナルファンタジーVIIアドベントチルドレン DVD 2004年
ファイナルファンタジーXI PS2･PC 配信中 対応
半熟英雄４ ～７人の半熟英雄～ PS2 未定
エッグモンスターＨＥＲＯ NDS 未定
フロントミッション　オンライン PS2 2005年 対応
鋼の錬金術師2  赤きエリクシルの悪魔 PS2 2004年9月22日
ラジアータ ストーリーズ PS2 2005年春
ドラゴンクエスト＆ファイナルファンタジー in いただきストリート Special ﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑ PS2 今冬
エバークエストII PC 未定 対応
ビフォア クライシス -FFVII- 携帯電話 2004年9月24日
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セガ/サミー                           セガ ぷよぷよフィーバー ｱｸｼｮﾝﾊﾟｽﾞﾙ PSP 未定 未定
ファンタシースターオンライン　ブルーバースト ﾈｯﾄﾜｰｸRPG PC ¥2,079 2004年7月15日 専用
ダービーオーナーズクラブ オンライン 競走馬育成ｵﾝﾗｲﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PC 未定 今冬 専用
サクラ大戦V　～さらば愛しき人よ～ ﾄﾞﾗﾏﾁｯｸｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ PS2 未定 2005年夏
サクラ大戦３　～巴里は燃えているか～ ﾄﾞﾗﾏﾁｯｸｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ PS2 未定 2005年春
シャイニング･ティアーズ ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PS2 ¥7,140 2004年11月3日 未定
シャイニング･フォース ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PS2 未定 2005年春 未定
獣王記 -PROJECT ALTERED BEAST- ﾊﾞｲｵﾚﾝｽｱｸｼｮﾝ PS2 未定 今冬
新選組群狼伝 幕末剣撃ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,140 今冬
スパイクアウト　バトルストリート ｵﾝﾗｲﾝｱｸｼｮﾝﾊﾞﾄﾙ Xbox ¥7,140 2005年 対応
アウトラン2 ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ Xbox 未定 今冬 対応
SEGA AGES2500 バーチャファイター2 3D対戦格闘 PS2 ¥2,625 2004年10月14日
きみのためなら死ねる 未定 NDS 未定 未定 未定
アドバンス　ガーディアンヒーローズ（ブランド名：トレジャー） ﾘｱﾙﾀｲﾑ型格闘ｱｸｼｮﾝ GBA ¥5,040 2004年9月22日
片神名～喪われた因果律～(ブランド名：アルケミスト) ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾉﾍﾞﾙ PS2 通常版¥7,140・限定版¥9,240 2004年11月25日
「カオスフィールド」（仮称） 縦ｽｸﾛｰﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ GC・DC 未定 GC：2005年2月､DC：2004年12月

サミー ベルセルク　千年帝国の鷹（ミレニアム・ファルコン）篇　聖魔戦記の章 ｱｸｼｮﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ PS2 ¥7,329 2004年10月7日
スタンダード大戦略　電撃戦 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2 ¥7,140 2004年11月11日
ヴィクトリー・ウィングス　～ゼロ・パイロットシリーズ～ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PS2 ¥5,040 2004年12月9日
ギルティギア　イスカ ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,140 2004年7月29日
ギルティギア　イスカ ｱｸｼｮﾝ Xbox 未定 2004年
ザ・ランブルフィッシュ ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 2005年

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 for PC PC用ﾃﾞｼﾞﾀﾙｹﾞｰﾑﾊﾟｯﾄﾞ PC ¥3,129 2004年9月7日
ソニー・コンピュータエンタテインメント ワイルドアームズ　ザ　フォースデトネイター ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PS2 未定 2005年

ＧＥＮＪＩ ｱｸｼｮﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ PS2 未定 2005年
ワンダと巨像 ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 2005年
我が竜を見よ ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PS2 ¥6,090 2004年10月28日
ラチェット＆クランク　３（仮） ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 2004年冬
アークザラッド　ジェネレーション ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PS2 未定 2004年11月
爆封スラッシュ！KIZNA嵐 印入力 ﾋﾞｰｽﾄﾊﾞﾄﾙ･ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 2004年冬

セガ スーパースターズ ﾊﾞﾗｴﾃｨ PS2
"Eyetoy"カメラ同梱版￥7,329

通常版￥4,410 2004年11月11日

ディーディーアール　フェスティバル　ダンスダンスレボリューション ﾀﾞﾝｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2 単品版　¥6,279 2004年11月18日
カードキャプターさくら　　さくらちゃんとあそぼ！ EYE-TOY PS2 単品版 ￥5,040 2004年12月上旬

テクモ DEAD OR ALIVE Ultimate ｱｸｼｮﾝ Xbox ¥9,240 2004年10月7日 対応
GUNGRIFFON Allied Strike ｱｸｼｮﾝ Xbox 未定 今冬 対応
FATAL FRAME 2 Crimson Butterfly ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ Xbox ¥7,140 2004年11月11日
影牢Ⅱ-Dark illusion- ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 今冬
テクモヒットパレード その他 PS2 ¥6,090 2004年11月25日
楽勝！パチスロ宣言２ デカダン・十字架 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2 ¥6,090 2004年10月28日
ＲＥＡＬ～零～ ¥525/月 2004年8月2日
モンスターファーム POP ¥525/月 2004年9月21日
４Ｄ零

デジタルアクト カムフォ　アドバンス ¥19,000 2004年7月30日
トミー ゾイド　バーサス3 3Dｱｸｼｮﾝ GC ¥7,140 2004年9月30日

ゾイド　ストラグル 対戦格闘 PS2 ¥7,140 2004年11月18日
ゾイド　サーガ　フューザーズ ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ GBA ¥5,040 今冬
ナルト RPG ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ ＧＢＡ ¥5,040 発売中

GBA（SP含む）を利用したTV電話ｶｰﾄﾘｯｼﾞ

和風ﾎﾗｰ『零』の携帯ｱﾌﾟﾘ。携帯ｶﾒﾗに霊が！

人気ｿﾌﾄ『モンスターファーム』の携帯ｱﾌﾟﾘ

遊園地でも人気のｱﾄﾗｸｼｮﾝ「４Ｄ零」ｼｱﾀｰ
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NARUTO 激闘忍者大戦!3 対戦格闘 ＧＣ ¥7,140 今冬
いちご１００％ 恋愛ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2 ¥7,140 今冬

トンキンハウス D→A:WHITE ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ PS2 2004年
ベストプライス　MissingBlue ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ PS2 ¥2,940 2004年7月22日

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
ネットドラゴン 征服 ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC 2005年1月 対応

幻創遊記 ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC ¥1,050 2003年9月20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 2005年春

煉獄The Tower of Purgatory ｱｸｼｮﾝ PSP 未定 未定 対応
ハムスター すくすく犬福 ｸｲｽﾞ＆ﾊﾞﾗｴﾃｨ PS2 ¥6,090 2004年8月5日

eJay Clubworld ﾐｭｰｼﾞｯｸｸﾘｴｲｼｮﾝ PS2 ¥6,090 今冬
House eJay ﾐｭｰｼﾞｯｸｸﾘｴｲｼｮﾝ PC ¥6,090 2004年 対応
Dance eJay 2 ﾐｭｰｼﾞｯｸｸﾘｴｲｼｮﾝ PC ¥6,090 2004年 対応
すきすき犬福園（タイトル名　真・犬衰弱） ﾃｰﾌﾞﾙ（神経衰弱） 携帯電話 ¥315/月 配信中
すきすき犬福園（タイトル名　犬福4コマ劇場～第1幕） ﾊﾟｽﾞﾙ（ｽﾗｲﾄﾞﾊﾟｽﾞﾙ） 携帯電話 ¥315/月 配信中 対応
すきすき犬福園（タイトル名　犬福4コマ劇場～第2幕) ﾊﾟｽﾞﾙ（ｽﾗｲﾄﾞﾊﾟｽﾞﾙ） 携帯電話 ¥315/月 配信中 対応
ゲーム発掘島（タイトル名　忍道-シノビミチ-） ｱｸｼｮﾝ 携帯電話 ¥315/月 配信中
ゲーム発掘島（タイトル名　忍道-シノビミチ-修行編～地ノ巻） ｱｸｼｮﾝ 携帯電話 ¥315/月 配信中 対応
ゲーム発掘島（タイトル名　忍道-シノビミチ-修行編～水ノ巻） ｱｸｼｮﾝ 携帯電話 ¥315/月 配信中 対応

NHKキャラクターゲームズ（タイトル名　輪投げdeどーも） ｱｸｼｮﾝ 携帯電話
i-mode  ¥210/月

vodafone  ¥210/月 配信中

NHKキャラクターゲームズ（タイトル名　ゴン太くんのパターゴルフ） ｽﾎﾟｰﾂ（ﾊﾟﾀｰｺﾞﾙﾌ） 携帯電話
i-mode  ¥210/月

vodafone  ¥210/月 配信中 対応

バンダイ ガンダムSEED　終わらない明日へ ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,140 2004年10月7日

NARUTO-ナルト-　ナルティメットヒーロー２ ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,140 2004年9月30日

宇宙戦艦ヤマト　イスカンダルへの追憶 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2 ¥7,140 2004年10月6日

機動戦士ガンダム（仮） ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 未定

ガンダムネットワークオペレーション２ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PC ｵｰﾌﾟﾝ価格 2004年9月1日 対応
UniversalCentury.net GUNDAM ONLINE ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ PC 未定 2004年 対応
ケロロ軍曹　メロメロバトルロイヤル ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,140 2004年9月30日

ポチッとにゃ～ パズル PS2 ¥5,040 2004年10月28日

SDガンダムフォース　大決戦！次元海賊デ・スカール!!　 ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥6,090 2004年11月

仮面ライダー剣
　　　　　　　　　　　　ブレイド ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥6,090 今冬

名探偵コナン　大英帝国の遺産 ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ PS2 ¥7,140 今冬

金色のガッシュベル!!（仮） ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,140 今冬

バトローラーＸ ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ GBA ¥5,040 2004年10月28日

レジェンズ～甦る試練の島～ ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ GBA
ｿｳﾙﾄﾞｰﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀ

ｿｳﾙﾄﾞｰﾙ付¥6,279
発売中

冒険王ビィト　バスターズロード ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ GBA ¥5,040 2004年12月

冒険王ビィト　ダークネスセンチュリー ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 来春

kiss×kiss 星鈴学園 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ GBA 2004年12月

フジワーク 「真」アナログ連射コントローラ 2004年10月15日

Ｄ端子＋光ケーブル 2004年10月1日

ハンドルコントローラ（参考出品）

プレイシート プレイシート ﾚｰｽｼｭﾐﾚｰｼｮﾝｺｸﾋﾟｯﾄ ¥39,900 2004年10月1日

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

PS2で最高の画質と音質を実現する「技ｹｰﾌﾞﾙ」ｼﾘｰｽﾞの最上級製品

開発中のﾊﾝﾄﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗを参考出品致します
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マチダ ■Ｍ－マッチングシステム

■マチダゲームズストアー

モリガング カセットケースＳＰ ¥420 2004年3月27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
麻生情報ビジネス専門学校 Instant Tactics ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PC

NET-FIELD ｱｸｼｮﾝ PC
ALL CAST ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PC

郡山テクノデザイン専門学校 ごみほいほい Ecoｱｸｼｮﾝ PC
キング オブ 天パー 冒険ﾀﾞﾝｼﾞｮﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ PC
へびお進化論（仮） へびお育成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PC
ぼくと少年 少年指導 PC
わんだー☆あどべんちゃー ﾜｰﾙﾄﾞｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ PC
Cat Jet Catch ｸｲｽﾞｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PC
ピリ辛毒舌 性格診断ゲーム 性格診断 PC
CG科ムービー集 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ作品集 PC

菅原学園 専門学校デジタルアーツ東京 Civilian's Riot ｱｸｼｮﾝ PC
専門学校 東京テクニカルカレッジ 泥弾ＧＯ ｱｸｼｮﾝ PC

ＳＴＡＲ　ＳＩＤＥ PC
パズルだま PC

デジタルエンタテインメントアカデミー Cattle　abduction ｱｸｼｮﾝ PC
鮭取り物語 ｱｸｼｮﾝ PC
Magical　Shooting ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ PC
あにまるはんと ｱｸｼｮﾝ PC
ちくちく！アップリケーション ｱｸｼｮﾝ PS2
ペイントサークル ｱｸｼｮﾝ GC
フォトリア ｱｸｼｮﾝ GC
捜しマウス～チーズを求めて 携帯電話
探しマウス 携帯電話
火事場 携帯電話
ロックマンパニックファイア 携帯電話
破壊神ガンナー 携帯電話
刃－ブレイド 携帯電話
トラブルデート 携帯電話
ラッキーフルーツ 携帯電話
開運！ハッピーフルーツ 携帯電話
一色場 携帯電話
その場で気ままに回転判じ 携帯電話
三色モグラ 携帯電話
マジカル☆ミュート 携帯電話
REVOLUTION 携帯電話

ｶｰﾄﾘｯｼﾞをｷｽﾞやほこりから保護。ﾎﾟｹﾓﾝ
ｷｬﾗｸﾀｰを印刷にてあしらいました。

GBASP専用ﾊｰﾄﾞｹｰｽ。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。

ﾒｰｶｰ・流通・販売店が参加出来る、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄBtoB売買ｼｽﾃﾑ。互いに余剰品を売買し合えるｼｽﾃﾑで、損
益の圧縮、価格下落の抑制に貢献。

Ｍ-マッチングシステムを発展しBtoBtoCとしてｼｽﾃﾑ化。BtoB掲載の流通在庫に、ｽﾀｰﾄ時間・価格等の差
を設けてｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上で一般消費者に公開。（単店での展開が難しいﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟの共同展開とお考え下さい）

ｶｰﾄﾘｯｼﾞを4個まとめて収納し、ｷｽﾞやほ
こりから保護します。

ｶｰﾄﾘｯｼﾞをｷｽﾞやほこりから保護します。
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東京工学院専門学校 緑の村 ﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑ
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 エイリアンブレイン・スタジオ

ウェブテクノロジ OPTPiX iMageStudio ¥360,150
PV STUDIO　3D ¥1,029,000
SpriteStudio 2005年

エイリアス システムズ Maya 3DCGソフト
三徳商事 Virtools Developer ORIENT Edition 3.0

3Dコネクション 日本支社 スペーストラベラー ¥104,790 発売中

スペースボール ５０００ ¥155,400 発売中
スペースマウス プラス ¥168,000 発売中

SOFTIMAGE SOFTIMAGE¦XSI v.4.0 Foundation ¥78,000 2004年9月
SOFTIMAGE¦XSI v.4.0 Essentials ¥294,000 2004年9月
SOFTIMAGE¦XSI v.4.0 Advanced ¥987,000 2004年9月

ディスクリート 3ds max 7 ¥512,400 今冬

トライメディア トライメディア

ビックワールド・ジャパン ビックワールド

メトロワークス CodeWarrior Development Studio for PlayStatiopn Portable
CodeWarrior Development Studio for NINTENDO DS
その他各種ゲームプラットフォーム向けCodeWarrior開発環境

キッズコーナー（タッチ＆トライ、物販）
カプコン ロックマンX8 ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 今秋

ビューティフルジョー ２ ブラックフィルムの謎 ｱｸｼｮﾝ PS2・GC ¥6,980 2004年12月16日
ロックマン パワーバトルファイターズ ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥2,940 発売中
めいわく星人 パニックメーカー ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,140 発売中

コナミ DDR Festival  Dance Dance Revolution ﾀﾞﾝｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ PS2 ¥6,279 2004年11月18日 対応
続・ボクらの太陽　太陽少年ジャンゴ 太陽ｱｸｼｮﾝRPG GBA ¥5,229 発売中 対応
パワプロクンポケット７ ｽﾎﾟｰﾂ・育成 GBA 未定 今冬
コロッケ！Great 時空の冒険者 ﾀｸﾃｨｸｽｱｸｼｮﾝ GBA ¥5,040 2004年12月9日
がんばれゴエモン傑作選！ゆき姫とマッギネス(仮） ｱｸｼｮﾝ GBA 未定 今冬

爽快ゴルフチャンプ ¥4,179 2004年11月11日

熱血パワプロチャンプ ¥5,229 2004年11月11日

セガ ソニックメガコレクションプラス ｱｸｼｮﾝ PS2・Xbox ¥5,040 2004年12月9日

セガ スーパースターズ ﾊﾞﾗｴﾃｨ PS2
Eye Toyｶﾒﾗ同梱版¥7,329通

常版¥4,410 2004年11月11日

スーパーモンキーボールデラックス ﾊﾟｰﾃｨｰｹﾞｰﾑ PS2・Xbox 未定 今冬
バンダイ ケロロ軍曹　メロメロバトルロイヤル ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,140 2004年9月30日

ポチッとにゃ～ パズル PS2 ¥5,040 2004年10月28日

SDガンダムフォース　大決戦！次元海賊デ・スカール!!　 ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥6,090 2004年11月

SDガンダムフォース ｱｸｼｮﾝ GBA ¥5,040 発売中

仮面ライダー剣
　　　　　　　　　　　　ブレイド ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥6,090 今冬

2Dアニメーション編集ツール

ＰＣｹﾞｰﾑ等のｿﾌﾄｳｪｱを暗号化し、ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ、P2Pで流通させるための著作権保護、課金決
済、ﾎｽﾃｨﾝｸﾞ、顧客ｻﾎﾟｰﾄ等の各種ｻｰﾋﾞｽを提供。

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ｹﾞ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。ｽｹｰﾗﾌﾞﾙで、障害に強く、一空間に何百万人ものﾌﾟﾚｲﾔｰが接続する真のMMOGが構築できま
す。

ゲーム開発プロジェクト管理ツール

画像最適化ツール
ﾓｰｼｮﾝｷｬﾌﾟﾁｬ3Dｱﾆﾒｰｼｮﾝ編集ﾂｰﾙ

Siggraph2004でﾃﾞﾋﾞｭｰした新ﾊﾞｰｼﾞｮンを紹介。
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｲ、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｾｯｼｮﾝにてﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮ
ﾝ実施。

PSP向け統合開発環境
NDS向け統合開発環境

本体とＴＶをプラグでつなぎ付属のクラブを振る
だけで簡単にゴルフが楽しめる体感ゲーム

本体とＴＶをプラグでつなぎ付属のバットを振る
だけであのパワプロが楽しめる体感ゲーム

3ds max、Maya、SOFTIMAGE¦XSI、
Photoshop対応3Ｄﾓｰｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ

（ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ、ﾎﾞｰﾙﾀｲﾌﾟ、ﾏｳｽﾀｲﾌﾟ）

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 3Dﾓｰｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 3Dﾓｰｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ

GC、GBAおよびPS2向けCodeWarrior開発環境
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名探偵コナン　大英帝国の遺産 ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ PS2 ¥7,140 今冬

金色のガッシュベル!!（仮） ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,140 今冬

バトローラーＸ ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ GBA ¥5,040 2004年10月28日

レジェンズ～甦る試練の島～ ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ GBA
ｿｳﾙﾄﾞｰﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀ

ｿｳﾙﾄﾞｰﾙ付¥6,279
発売中

冒険王ビィト　バスターズロード ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ GBA ¥5,040 2004年12月

冒険王ビィト　ダークネスセンチュリー ｱｸｼｮﾝ PS2 未定 来春

かいけつゾロリとまほうのゆうえんち　お姫さまをすくえ！ その他 GBA eyeToyカメラ同梱版¥7,329 発売中

かいけつゾロリ　めざせ！いたずらキング ｱｸｼｮﾝ PS2 ¥7,140 発売中

kiss×kiss 星鈴学園 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ GBA 2004年12月

※５０音順／株式会社などの表記は省略　

プラットフォーム略称表記　DC：ドリームキャスト、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、NDS：ニンテンドー ＤＳ、PC：パソコン、PSP：プレイステーション・ポータブル、PS2：プレイステーション2


