お知らせ

２００６年９月１５日

「ＴＯＫＹＯ ＧＡＭＥＳＨＯＷ ２００６」への出展について
ボーダフォン株式会社（本社：東京都港区、社長：孫 正義）は、２００６年９月２２日（金）から２４日（日）に、幕張
メッセで開催される「ＴＯＫＹＯ ＧＡＭＥＳＨＯＷ ２００６」に出展します。
本展示会では、Ｂｌ
ｕ
ｅ
ｔ
ｏ
ｏ
ｔ
ｈ®通信を利用してワイヤレスで対戦ゲームを楽しめる近距離通信ゲーム「ちかゲーム」
アプリや、ＡＱＵＯＳケータイ「９０５ＳＨ」
ならではのワイドな横画面で、ポータブルゲームプレーヤー感覚で楽しめる
ワイド画面対応ゲームアプリなどを中心に紹介します。
なお、今回は、ソフトバンクグループでオンラインエンターテインメントの企画・運営・販売・マーケティングを手掛
けるＥＬＥＶＥＮ-ＵＰ（
イレブンアップ）
株式会社（
本社：東京都港区、社長：片山 崇）
と合同で出展し、ＥＬＥＶＥＮ-ＵＰ
コーナーも併設します。ご来場いただいた方には、ソフトバンクグループの持つ「ゲーム」への情熱を存分に体験
していただき、ソフトバンクグループならではの魅力あるゲームサービスをお楽しみいただけるよう展示を行う予定
です。
記
１．会期

２００６年９月２２日（
金）〜 ２４日（日）

２．開催時間

１０：００ 〜 １７：００

３．会場

幕張メッセ 展示ホール３

※２２日は「
ビジネスデイ」となります。

※２３日（土）、２４日（日）の入場は１６：００まで。

４．主な展示内容
l Ｂｌ
ｕ
ｅ
ｔ
ｏ
ｏ
ｔ
ｈ®通信を利用した各種ゲームアプリや、ＡＱＵＯＳケータイ「９０５ＳＨ」ならではのワイドな横
画面で楽しめるゲームアプリなどの展示・体験コーナーを設置
l モバイル向けオンラインゲームコーナーを設置し、当社先行配信となる新作ゲームなど魅力あるタイト
ルを紹介
l ＥＬＥＶＥＮ-ＵＰコーナーを併設し、超人気タイトルを含む各種パソコン向けオンラインゲームを紹介
l スペシャルゲストを招いてのステージイベントを開催
各展示コーナーの概要、出展タイトル、ステージイベントの詳細は、別紙をご参照ください。
以 上
l ボーダフォン株式会社は、２００６年１０月１日より社名を「ソフトバンクモバイル株式会社」へ、ブランド名を「ソフトバンク」へ変更します。
これに伴い、
「
V アプリ」は「
S!アプリ」へ名称変更します。
®
®
l Bluetooth 機能は、すべての Bluetooth 機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
l Bluetooth は米国 Bluetooth SIG, Inc.が所有している商標であり、ボーダフォン株式会社はそのライセンスに基づいて使用しています。
l AQUOS ケータイは、シャープ株式会社の商標です
l ちかゲーム、V アプリ、S!アプリは、ボーダフォン株式会社の商標です。
l Vodafone（ボーダフォン）
は、Vodafone Group Plc の登録商標です。
l SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

別 紙

＜展示コーナー概要＞
コーナー名称
近距離通信ゲーム
（ちかゲーム）
コーナー
ワイド画面ゲームコーナー

展示概要
®

Bluetooth 通信を利用して、ワイヤレスで対戦ゲームを楽しめる近距離通
信ゲーム「ちかゲーム」アプリ、全 35 タイトルを紹介。
AQUOS ケータイ「905SH」ならではのワイドな横画面で、ポータブルゲー
ムプレーヤー感覚で楽しめるゲームアプリ、全 18 タイトルを紹介。

オンラインゲーム＆
S!アプリ※コーナー

当社先行配信となるタイトルを筆頭に、モバイル向けオンラインゲームや
新作ゲームアプリ、全 12 タイトルを紹介。

ケータイ少女コーナー

人気を博したモバイル向けオリジナル恋愛美少女ゲーム『ケータイ少女』
の、「TOKYO GAME SHOW 2006」
限定 Bluetooth ®対応アプリ『ケータイ
少女じゃんけん』をイベントコンパニオンとお楽しみいただけます。

萌 navi コーナー

メイドカフェを舞台にしたアドベンチャーゲーム『萌 navi』の Bluetooth®対
応ミニゲーム『
メイド to リバーシ』をイベントコンパニオンとお楽しみいた
だけます。

MMO（多人数同時参加型オンライン）アクションゲーム『
真・三國無双 BB』
をはじめ、オンラインゲームのオリジナルのタイトルをプレイアブル出展。
◎ すべてのコーナーで、タッチ＆トライコーナーをご用意しております。
ELEVEN-UP コーナー

※ 2006 年 10 月 1 日より、「
V アプリ」は「
S!アプリ」へ名称変更します。

＜出展タイトル＞
l

※ ＥＬＥＶＥＮ-ＵＰ展示コーナーでの出展タイトルは含んでおりません。

ワイド画面ゲーム（
AQUOS ケータイ）コーナー
プレイアブル出展タイトル（全 18 タイトル）
タイトル

提供元

STAR WARS mobile POD RACER

インデックス

リッジレーサー

バンダイナムコゲームス

太鼓の達人

バンダイナムコゲームス

高橋名人の冒険島

ハドソン

プロベースボール 2006

ゲームロフト

頭文字 D 3 Restore

講談社

リアルテニス LIVE

セガ

ニンジャウォーリアーズ

タイトー

人生ゲーム大統領になろう！

T2i エンターテイメント

バス釣りにいこう

Contents Creation

エンジェルバーストⅡ

ジグノシステムジャパン

リアルサッカー2006

ゲームロフト

オープンシーズン

ゲームロフト

プラチナ サムクロス

ゲームロフト

プラチナ 上海

ゲームロフト

アスファルトアーバンGT2

ゲームロフト

パリス・ヒルトンの宝石箱

ゲームロフト

アイアン・コンバット

MSF

STAR WARS mobile PODRACER

高橋名人の冒険島

リッジレーサー

太鼓の達人

リアルベースボール2006

リアルテニスLIVE

©2006 Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved. ©2006 Index Corporation. All rights reserved.
©1993-2006 NBGI ©2000-2006 NBGI © HUDSON SOFT © 2005 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft is a trademark of Gameloft
in the U.S. and/or other countries. ©SEGA

l

近距離通信ゲーム（ちかゲーム）コーナー
プレイアブル出展タイトル（全 11 タイトル）
タイトル

提供元

リッジレーサー ワイヤレスバトル

バンダイナムコゲームス

対戦パックマン

バンダイナムコゲームス

カーズ Speed チャレンジ

ウォルト・ディズニー・ジャパン

Super ボンバーマンBT

ハドソン

メテオス

キューエンタテインメント

リアルテニス DX

セガ

アスファルトアーバンGT2 対戦版

ゲームロフト

アルカノイド− LINK−

タイトー

最強!エアホッケー

日本エンタープライズ

メイド to リバーシ

サクセス

ケータイ少女じゃんけん

ジー・モード

パネル展示タイトル（全 24 タイトル）※カッコ内は提供元
トレジャーチェイサー2（アルティ）

開拓生活ワールド･ネバーランド（アルティ）

E X 野球ミラクル対戦版（元気モバイル）

対戦大江戸花札（サクセス）

対戦たっきゅうDX（サクセス）

VS リバーシ（サクセス）

上海 E X（サン電子）
ユニバーさるウォーズ
（ソニー･コンピュータエンタテインメント）
ダーツ DE ナース（日本エンタープライズ）

BT 対戦麻雀好牌 2（セガ）
キョロちゃんの世界発見スゴロク
（ナムコトレーディング）
大富豪☆パーティー（日本エンタープライズ）

美少女★花札（日本エンタープライズ）

魔女っ子★スイーパー（日本エンタープライズ）

アサルトシュート（MSF）

あのよろし軍人将棋（
MSF）

いつでも軍人将棋（
MSF）

いつでも神経衰弱（
MSF）

いつでもポーカー（MSF）

ビリヤードKIDS（MSF）

ふたり打ち麻雀（
MSF）

ポコ★ポン（MSF）

●×○（MSF）

モバイル大海戦（MSF）

リッジレーサーワイヤレスバトル

カーズ Speed チャレンジ

Super ボンバーマンBT

メテオス

©1993-2006 NBGI Disney/Pixar elements ©Disney/Pixar, not including underlying vehicles owned by third parties; Dodge®; Hudson
Hornet™; ©Volkswagen AG; H-1 Hummer®; Model T™; Fiat™; Mack®; Mazda Miata®; Kenw orth®; Chevrolet®; Peterbilt®; Porsche®;
Jeep®; Mercury™; Plymouth Superbird™; Cadillac Coup de Ville®
©HUDSON SOFT ©Q ENTERTAINMENT ©NBGI 2005

l

オンラインゲーム ＆ S!アプリ※ゲームコーナー
プレイアブル出展タイトル（全 10 タイトル）
タイトル

提供元

聖剣伝説 FRIENDS of MANA

スクウェア・エニックス

フロントミッション 2089

スクウェア・エニックス

銀河鉄道物語

サクセス

カルドセプトモバイル

ドワンゴ

人生ゲーム Online

T2i エンターテイメント

聖剣伝説−ファイナルファンタジー外伝−

スクウェア・エニックス

ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々

スクウェア・エニックス

ファイナルファンタジーⅡ

スクウェア・エニックス

ドラゴンクエスト

スクウェア・エニックス

ファイナルファンタジー

スクウェア・エニックス

映像参考出展タイトル（全 2 タイトル）
タイトル

提供元

会場発表

ネクソンモバイル

会場発表

ネクソンモバイル

聖剣伝説 FRIENDS of MANA

銀河鉄道物語

ドラゴンクエストⅡ悪霊の神々

ファイナルファンタジーⅡ

※ 2006 年 10 月 1 日より、「
V アプリ」は「
S!アプリ」へ名称変更します。

© 2006 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. cSUCCESS c 松本零士/プラネット・銀河鉄道管理局
(C)1987-2006 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©1988,2005 SQUARE ENIX CO.,LTD.
All Rights Reserved.

＜ステージスケジュール＞
開催日

時間

イベント名称

提供元

ゲスト
Joonmo Kwon（
ﾈｸｿﾝﾓﾊﾞｲﾙ CEO）

11:00-11:30

ﾈｸｿﾝﾓﾊﾞｲﾙの日本市場参入発表

ﾈｸｿﾝﾓﾊﾞｲﾙ

12:00-12:30

『Super ﾎﾞﾝﾊﾞｰﾏﾝ BT』
ｹﾞｰﾑ大会

ﾊﾄﾞｿﾝ

高橋名人(ﾊﾄﾞｿﾝ）

22 日

12:45-13:15

『ﾘｱﾙｻｯｶｰ 2006』
ｻｯｶｰﾄｰｸ

ｹﾞｰﾑﾛﾌﾄ

ｻｯｶｰ関係著名人

(金)

13:30-14:00

『ｹｰﾀｲ少女』
声優ｲﾍﾞﾝﾄ

ｼﾞｰ･ﾓｰﾄﾞ

寺田はるひ（
声優）

14:30-15:00

ELEVEN-UP ｽﾃｰｼﾞ

15:30-16:00

『銀河鉄道物語』
原作者ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ

ｻｸｾｽ

松本零士(原作者）

10:30-11:00

『萌 navi』ﾒｲﾄﾞｽﾍﾟｼｬﾙｲﾍﾞﾝﾄ

ｻｸｾｽ

「めいど in じゃぱん」
ｽﾀｯﾌ

11:30-12:00

『太鼓の達人』
ｹﾞｰﾑ大会

ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺｹﾞｰﾑｽ

高部あい（ﾀﾚﾝﾄ）

12:30-13:00

『ﾘｯｼﾞﾚｰｻｰ ﾜｲﾔﾚｽﾊﾞﾄﾙ』ｹﾞｰﾑ大会

ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺｹﾞｰﾑｽ

高部あい（ﾀﾚﾝﾄ）

13:30-14:00

ELEVEN-UP ｽﾃｰｼﾞ

ELEVEN-UP

−

14:30-15:00

ELEVEN-UP ｽﾃｰｼﾞ

ELEVEN-UP

−

15:30-16:00

『銀河鉄道物語』
声優ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ

ｻｸｾｽ

矢薙直樹（
声優）,真田ｱｻﾐ（声優）
鈴木菜穂子（声優）

16:15-16:45

『Super ﾎﾞﾝﾊﾞｰﾏﾝ BT』
ｹﾞｰﾑ大会

ﾊﾄﾞｿﾝ

高橋名人(ﾊﾄﾞｿﾝ）

10:30-11:00

ELEVEN-UP ｽﾃｰｼﾞ

11:50-12:20

『ﾘｯｼﾞﾚｰｻｰ』＆『太鼓の達人』
ｹﾞｰﾑ大会

ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺｹﾞｰﾑｽ

12:40-13:10

『STAR WARS』ｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｲﾍﾞﾝﾄ

ｲﾝﾃﾞｯｸｽ

13:30-14:00

『聖剣伝説』ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ

14:30-15:00

ELEVEN-UP ｽﾃｰｼﾞ

15:15-15:35

『ｹｰﾀｲ 少女』
声優ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ

23 日
(土)

ELEVEN-UP

ELEVEN-UP

ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽ

24 日
(日)

ELEVEN-UP
ｼﾞｰ･ﾓｰﾄﾞ

−

−
渋谷飛鳥（ﾀﾚﾝﾄ）
The 501st Legion, Japan
渋谷飛鳥（ﾀﾚﾝﾄ）
石井浩一（
ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽ）
梅田浩二（
ｹﾞｰﾏｶﾞ編集長）
−

名塚香織（声優）
平井武史（
ｷｭｰｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ）

15:45-16:10

『ﾒﾃｵｽ』
ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ&ｹﾞｰﾑ大会

ｷｭｰｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ

梅田浩二（
ｹﾞｰﾏｶﾞ編集長）
喜屋武ちあき（ｱｲﾄﾞﾙ）

16:30-17:00

『ﾘｱﾙﾃﾆｽ DX』〔Ｈ.〕ｽﾍﾟｼｬﾙﾗｲﾌﾞ

※ 時間や出演者およびステージ内容は、急きょ変わる場合があります。

ｾｶﾞ

SEGA ｻｳﾝﾄﾞﾁｰﾑ音楽ﾕﾆｯﾄ〔Ｈ.〕

