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「東京ゲームショウ 2007」出展内容発表
出展タイトル及び開催イベントを発表
テクモ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安田 善巳、以下テクモ）は、「東京ゲームショウ 2007」
（会場：千葉県幕張メッセ/2007 年 9 月 20〜23 日）テクモブースで出展するゲームタイトル、および開催予定のイベントス
ケジュールを発表いたしました。今年は家庭用ゲーム・モバイルゲームをテクモコーナー、PC オンラインゲームを Lievo コ
ーナーとし、それぞれのコーナーにステージを設けております。より一層充実したテクモブースに是非お越し下さい。

出展タイトル一覧
家庭用タイトル
タイトル

ジャンル

プラットフォーム

発売時期・予定日

出展形態

NINJA GAIDEN®2

アクション

Xbox 360

2008 年発売予定

映像出展

NINJA GAIDEN® Dragon Sword

アクション
アドベンチャー

ニンテンドーDS®

2007 年発売予定

プレイアブル
映像出展

DS 西村京太郎サスペンス
新探偵シリーズ
「京都・熱海・絶海の孤島 殺意の罠」

サスペンス

ニンテンドーDS®

2007 年 10 月 11 日(木)
発売予定

プレイアブル
映像出展

スイングゴルフ パンヤ
２nd ショット！

スポーツ（ゴルフ）

Wii®

今冬
発売予定

プレイアブル
映像出展

アルゴスの戦士
マッスルインパクト

アクション
アドベンチャー

Wii®

2007 年
発売予定

映像出展

タイトル

ジャンル

プラットフォーム

発売時期・予定日

出展形態

お宝クエストＲＰＧ

戦略シミュレーション

EZweb

今秋サービス予定

プレイアブル

１００Ｇリオパラダイス

パチスロ
シミュレーター

EZweb

サービス中

プレイアブル

モンスターファームＰＯＰ２

育成シミュレーション

i モード

サービス中

プレイアブル

左脳占い

占い

Yahoo!ケータイ

サービス中

プレイアブル

右脳占い

占い

Yahoo!ケータイ

サービス中

プレイアブル

モバイルコンテンツ

Ｌｉｅｖｏサービスタイトル（PC オンラインゲーム）
タイトル

ジャンル

対応 OS

発売時期・予定日

出展形態

メーカー名

Gallop Racer ONLINE

オンライン
ジョッキーレース

Windows®XP

正式サービス中

プレイアブル
映像出展
イベント

テクモ／SeedC

WarRock

オンライン
ミリタリーアクション

Windows®XP

正式サービス中

プレイアブル
映像出展
イベント

テクモ／SeedC

MIXMASTER

MMORPG

Windows®2000/XP

正式サービス中

プレイアブル
映像出展
イベント

SeedC

MMORPG

Windows®XP/Vista

正式サービス中

プレイアブル
映像出展
イベント

さくらインターネット

スカッとゴルフ パンヤ

カジュアル
アクション

Windows®2000
XP/Vista

正式サービス中

映像出展
イベント

ゲームポット

カーディナル・サーガ

MMORPG

Windows®XP

正式サービス中

映像出展

SeedC

ラブネマ

コミュニケーション

Windows®2000/XP

正式サービス中

映像出展

レッド・エンタテインメント

ファンタテニス

アクションスポーツ

Windows®2000/XP

正式サービス中

映像出展

ソリッドネットワークス

ロード・オブ・ザ・リングス
オンライン アングマールの影

未発表タイトル

近日発表予定

新規サービスタイトル

近日発表予定

Ｌｉｅｖｏ Ｓｔｕｄｉｏタイトル（PC オンラインゲーム）
タイトル

ジャンル

対応 OS

発売時期・予定

出展形態

メーカー名

モンスターファームオンライン

オンライン
育成コミュニティ

Windows®XP

今秋
サービス予定

プレイアブル
映像出展
イベント

テクモ／ゲームポット

ゲームショウイベント概要
○ NINJA GAIDEN® Dragon Sword スペシャル リア・ディゾンステージ
9 月 22 日（土）15:00〜

出演者：リア・ディゾン（アーティスト）

○ スイングゴルフ パンヤ 2nd ショット！ ボイスアクターパーティー
9 月 22 日（土）12:00〜／14:00〜
23 日（日）12:00〜／14:00〜

出演者：松元 恵（声優）:ケン役
遠藤 綾（声優）:ロロ役
出演者：生天目 仁美（声優）:セシリア役 遠藤 綾（声優）:ロロ役

○ WarRock 世界大会 日本最終予選トーナメント
9 月 22 日（土）14:00〜 ３位決定戦

15:00〜 決勝

○ ロード・オブ・ザ・リングス オンライン アングマールの影 イベント
9 月 22 日（土）10:45〜／13:30〜 ・23 日（日）10:45〜／14:00〜
出演者： ロード・オブ・ザ・リングス オンライン イメージガール 指輪っ娘
（水谷さくら 永田美穂 石原啓子 松下まゆみ）

○ スカッとゴルフ パンヤ 「第３回パンヤジャパンカップ」シード権争奪戦
9 月 23 日（日）12:15〜／14:45〜

○ モンスターファームオンライン ミニイベント
9 月 22 日（土）12:00〜／14:30〜・23 日（日）12:00〜／14:30〜
参加者にはあっと驚くプレゼントをお渡しします！詳細は近日発表！
※イベントの開催、日時は予告なく変更する場合がございます。
※ステージイベントは混雑が予想されます。ご入場いただけない場合もございますので、予めご了承ください。

■テクモブースでゲームを体験しよう!!豪華賞品が当る大抽選会 毎日開催！
テクモブースでは、豪華賞品があたる大抽選会を期間中毎日実施いたします。ゲームをプレイしていただいた
方にもれなく抽選券を配布。ニンテンドーDS®など、豪華商品を GET するチャンスです！！
また、イベントに参加していただいた方への記念品など、様々なプレゼントをたくさんご用意しています。
Lievo コーナーでは、なんと来場していただいた方に先着で、Lievo で好評サービス中のゲームクライアントが
詰まった豪華な 3 枚組 DVD Lievo コレクション in TGS2007 を無料配布！
この機会にテクモブースへぜひお立ち寄りください。

■Lievo イメージガールオーディション開催！
ゲームに！歌に！ダンスに！オンラインゲームプラットフォーム『Lievo』を盛り上げるイメージガールのオーディシ
ョンを、東京ゲームショウ 2007 テクモブース Lievo ステージにおいて開催いたします。オーディションに参加する候
補者は 10 名。その中から誰が選ばれるのかはあなたの 1 票に懸かっています！オーディションステージで投票に参
加していただいた方には素敵な記念品をご用意しています。ぜひ投票にご参加ください。
書類審査・面接審査を通過した 10 名が 4 つのステージ審査でその座を競います。審査内容は全て Lievo サービ
スタイトルとのコラボレーション！気になるその内容は・・・
水着ジョッキー登場！？ ゲーム審査 ・・・・・・・・・・・『Gallop Racer ONLINE』
アーミーダンスで盛り上がれ！ ダンス審査 ・・・・・・・・『WarRock』
可愛いアニメーションにピッタリの声を！ アテレコ審査 ・・『MIXMASTER』
Lievo の歌姫誕生！ 歌唱審査 ・・・・・・・・・・・・・・『未発表タイトル』

投票期間は 9 月 20 日（土）13 時 〜 10 月 9 日（火）12 時 になります。
詳細は 9 月 20 日にテクモブースで行う「テクモ＆Lievo 新作発表会 TGS2007」において発表いたします。

テクモの東京ゲームショウ 2007 出展に関する詳細な情報は下記 Web サイトを通じて入手できます。
テクモ Web サイト
http://www.tecmo.co.jp/
Lievo 東京ゲームショウ 2007 特設サイト http://www.lievo.jp/tgs
Lievo 公式サイト
http://www.lievo.jp/

■ ケータイでテクモブースをチェック！！モバイル特設サイト
東京ゲームショー2007 テクモ・モバイル特設サイトを9月19日（水）にオープンいたします。
いつでもどこでも今年の出展内容を確認できる上、テクモブースを盛り上げてくれるコンパニオン達の特別待受け画像をご用意し
ております。他にも、ステージイベントのスケジュールを事前に知らせてくれるメール配信サービスや、『Rioグッズ・プレゼン
トキャンペーン』など盛り沢山！！これら全てのサービスが『無料』(*1)でご利用頂けます。
ご来場される方はもちろん、そうでない方も振るってご活用下さい。
(*1) 通信料は別途かかります。
モバイル特設サイトURL http://tgs.tecmo.jp/

■ 出展タイトルアドレス
DS 西村京太郎サスペンス
スイングゴルフ パンヤ ２nd ショット！
Gallop Racer ONLINE
WarRock
MIXMASTER
ロード・オブ・ザ・リングス オンライン

QRコード

http://www.tecmo.co.jp/product/nishimura/index.htm
http://www.tecmo.co.jp/product/pangya2/index.html
http://www.gallopracer.net/
http://warrock.jp/
http://www.mixmaster.jp/

http://www.lievo.jp/lotro/
http://www.lievo.jp/pangya/

スカッとゴルフ パンヤ
カーディナル・サーガ
ラブネマ

http://www.csaga.jp/
http://www.lovenema.com/

ファンタテニス
モンスターファームオンライン

https://www.lievo.jp/fantatennis/
http://www.mf‑online.jp/

■ Lievo（リーボ）とは
テクモと、SeedC 株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：崔正浩、以下SeedC）が共同で展開するグローバル＆オープン
のオンラインゲームプラットフォーム。日本発の国境を越えたグローバル展開を行うプラットフォームであるとともに、多くの
クリエイターとパートナーに活用していただけるオープンプラットフォームで、
日本では2006年10月10日にサービスをスター
トしました。ユーザーにはオンラインゲームを中心とした新しいライフスタイルを、クリエイター＆パートナーへは新しいビ
ジネスフィールドを提案してまいります。
■ Lievo Studio（リーボ スタジオ）とは
2007年1月に設立したテクモのオンラインゲーム開発チーム。『Lievo Studio』では、インターネット上に広がる無限の可能性を“かた
ち”にすべく、『DOA ONLINE』『モンスターファームオンライン』などテクモの人気シリーズをはじめとして、現在4タイトルをそれぞれの切
り口で開発、サービスしています。『Lievo Studio』の今後にご期待ください。
■ 関連サイト
SeedC Web 公式サイト

http://www.seedc.co.jp/

さくらインターネット公式Web サイト
ゲームポット公式Webサイト

http://www.sakura.ad.jp/
http://www.gamepot.co.jp/

レッド・エンタテインメント公式Web サイ トhttp://www.red‑entertainment.co.jp/
ソリッドネットワークス公式Web サイト

http://www.solid.ad.jp/

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

この件に関する報道関係の方々からのお問い合わせ
テクモ株式会社
経営管理部 向井 TEL. 03‑3222‑7645

FAX. 03‑3222‑7649

