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「東京ゲームショウ 2008」出展タイトルを発表
テクモ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：柿原 康晴、以下テクモ）は、「東京ゲームショウ 2008」
（会場：幕張メッセ/2008 年 10 月 9〜12 日）、テクモブースに出展するゲームタイトルを発表いたしました。

家庭用ゲームタイトル
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

QUANTUM THEORY(仮)

TPS

PLAYSTATION®3

2009 年

映像出展

アンデッドナイツ（仮）

アクション

PSP®

2009 年

映像出展

AGAIN
FBI 超心理捜査官

海外ドラマ
アドベンチャー

ニンテンドーDS®

2009 年春

映像出展

DS 西村京太郎サスペンス 2
新探偵シリーズ
金沢・函館・極寒の峡谷
復讐の影

サスペンス

ニンテンドーDS®

2008 年
11 月 13 日（木）
発売予定

プレイアブル
映像出展

ノスタルジオの風

RPG

ニンテンドーDS®

2008 年
11 月 6 日（木）
発売予定

プレイアブル
映像出展

親子で遊べる DS 絵本
うっかりペネロペ

タッチ絵本

ニンテンドーDS®

好評発売中

プレイアブル
（※キッズコーナー）

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®

2008 年
12 月 11 日（木）
発売予定

プレイアブル
映像出展

プレシェキ！（仮）

パーティゲーム

Wii ウェア TM

今冬配信予定

プレイアブル

忌まわしき侵蝕、美しき破壊。テクモが放つ新感覚 TPS『QUANTUM THEORY（仮）』
いつからそこにあったのか･･･。ひとりでに成長したとも言われているその塔は、遠くから見ると光の柱のようにそびえ、
悠然と荒廃した世界を見下ろしていた。プレイヤーは「黒き破壊者」シドとなり、巨大な銃と強力な拳で襲い掛かる敵を打ち
砕きながら「塔」の最上階を目指していく。
塔は「侵蝕（ディアボロシス）」とよばれる現象により徐々に姿を変えていくため、どう攻め込むか、どこに隠れるか、そ
の攻略は時間とともに変化する。今までになく緊張感に満ち、有機的な造詣と絢爛な色彩に彩られたバトルフィールド。塔の
中で出会う女フィレーナと、ときには敵対し、ときには協力しながら目もくらむような破壊美の中を駆け抜ける。彼らが目指
す塔の頂きに待っているものとは･･･？

敵兵をゾンビに変えて城塞を攻め落とせ！究極のダークサイド ACT『アンデッドナイツ（仮）』
一族を滅亡させた王に復讐を果たすため、主人公は自らの魂と引き換えに「不死」の力を得る―。襲い来る敵をゾンビに変
えて自らの配下とし、生み出したアンデッド軍を使役するという新アクションゲームが PSP®「プレイステーション・ポータ
ブル」に登場。圧倒的不利な状況を逆転させて大軍を打ち破れ。

史上最悪の連続殺人が、 再び 始まる･･･。『AGAIN FBI 超心理捜査官』
「ジェイ、助けて！」事件が起きた夜、彼が最後に聞いたのはそう叫んだ弟の声だった。その日、彼は家族を失い、＜プロ
ヴィデンス連続殺人事件＞と呼ばれる未解決猟奇事件のただひとりの生存者となった。事件から 18 年後、ＦＢＩの特別捜査
官となった彼は残された謎を今も追い続けている。
ＦＢＩ特別捜査官である「ジェイ」となり、過去の映像を見ることができるという特殊能力「パストビジョン」を使って事
件の真相を解き明かしていく新感覚アドベンチャーゲーム。海外ドラマを見るかのように、謎が謎を呼ぶ息をつかせぬストー
リーが展開していく。彼の両親はなぜ殺されなければならなかったのか？犯人はいったい誰なのか？そして、彼の記憶に残る
「赤い月」の正体とは･･･？すべての謎は、彼のビジョンの中にある。

待望の続編登場『DS 西村京太郎サスペンス２ 新探偵シリーズ 金沢・函館・極寒の峡谷 復讐の影』
昨年秋に発売され大好評を博した『DS 西村京太郎サスペンス』に待望の続編が登場！私立探偵の「新 一新（あらた い
っしん）」が新たな事件の数々に挑みます。寒風吹きすさぶ北の地を舞台に、パートナーである「京 明日香（きょう あす
か）」の過去に起こった悲劇を追う、「重厚」かつ「ドラマチック」なストーリーが展開。また、一新のライバルとなるエリ
ート探偵も登場し、物語はより一層の盛り上がりを見せます。タッチペンによる直感的な操作を実現した「カットパネルシス
テム」をはじめ、ゲーム初心者にも楽しめる親切設計はそのままに、今作では 遊びやすさ をテーマにシステム面がさらに
進化しました。手軽に推理を楽しめる短編モード「West Village」は問題数が 100 問以上へ大幅にボリュームアップ。新種の
問題も登場し、やり応え満点、充実の内容となっております。

大空を駆け巡る大冒険 RPG『ノスタルジオの風』
時は 19 世紀末―。人々が空を駆け巡る翼を手に入れた「大冒険時代」。実在の都市や遺跡をモチーフにしたフィールドを
「飛空船」で散策し、謎と不思議にみちた世界をかけめぐる大冒険 RPG が登場。
空での移動中は、様々な方向から襲い掛かる敵との立体的な「飛空船バトル」、ダンジョンではエディたちが自ら武器を持
って戦う「パーティバトル」を楽しめる他、旅の中で手に入れたカスタムパーツを使うことで「飛空船」のバトル機能をカス
タマイズすることもできます。世界中に散らばる情報を収集して遺跡を探すトレジャーハンティング、冒険者協会からのクエ
スト受注などやりこみ要素も満載です。
生まれも育ちも異なる少年・少女たちが運命に導かれるようにして出会い、様々な困難を乗り越えながら大人へと成長して
いく―。切なく、そして美しく輝いている少年達の日々がゲームストーリーで描かれます。

可愛いコアラの女の子ペネロペと遊ぼう！『親子で遊べる DS 絵本 うっかりペネロペ』
絵本やアニメで大人気のコアラの女の子「ペネロペ」の世界を楽しめるＤＳ絵本が登場です。画面をタッチすると地球儀が
回ったり、ふうっと息を吹きかけるとお風呂の鏡がくもったり、楽しい仕掛けがいっぱい！知育・情操要素を題材としたミニ
ゲームもあり、遊びを通じていろんな発見ができます。フルボイスの操作ナビゲートやプレイ時間を設定できる保護者モード
の搭載で、はじめてゲームを触るお子さんもご両親も安心です。

Wii リモコンが伝説の戦盾となる！『アルゴスの戦士 マッスルインパクト』
古代ヨーロッパのロマンあふれる重厚なストーリーと爽快感たっぷりのアクション性により、
伝説のアクションゲームとい
われた『アルゴスの戦士』が Wii リモコンによって新たな進化を遂げた！Wii リモコンを伝説の武器「ディスカーマー」にな
ぞらえ、振り回すことにより攻撃を繰り出していく新モード「マッスルモード」を含め、数々の新要素をひっさげていよいよ
登場！

みんなで一緒にフリフリ！シェイク！『プレシェキ！（仮）』
Wii リモコンを振って楽しむミニゲーム満載の『プレシェキ！(仮)』が Wii ウェアに登場！みんなで振りまくって思い切り
楽しんだ後は、オンラインランキングで世界のみんなと競い合おう！
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Windows®XP

2009 年

映像出展

Windows®XP

2009 年

映像出展

WarRock

オンライン
ミリタリーアクション

Windows®XP

好評サービス中

プレイアブル
※12 日は大会実施の
ため試遊不可

かつてない死闘が君を強くする！『BASTARD!! ‑ONLINE‑』
人気コミック「BASTARD!!−暗黒の破壊神−」の世界をオンラインで楽しめる PC 向け MMORPG です。物語はコミックで描
かれるストーリー以前からスタート。生まれるはずのない者（プレイヤー）が生まれたことで、微妙に変化していく歴史。い
わば原作の『パラレルワールド』として展開していく新しい「BASTARD!!」の世界を、プレイヤーは自らの力で切り開いてい
くことになります。超絶剣技が唸りをあげ、巨大魔法の熾烈な応酬が繰り広げられる、剣と魔法が支配するこの世界。君は、
戦い抜き、生き抜き、そして冒険の旅の果てに、あの究極の力を手に入れていくことができるのだろうか？

進化した格闘ゲームに挑め！『DOA ONLINE』
『DOA ONLINE』 は DOA シリーズのコンセプトを継承し、「もう一つの格闘ゲームの進化」という言葉をキーワードに、成
長・協力・収集といった要素を兼ね備えた新しいタイプのオンラインアクションゲームです。プレイヤーは KIN（カイン）と
呼ばれるアバターキャラクターを操作し、仮想世界で開かれる「DEAD OR ALIVE 大会」に参加していきます。定期的に行われ
る様々なクラスの大会に出場しトップランカーを目指したり、
そこで出会うユーザーとコミュニケーションを通じてチームを
結成し、団体戦を行ったりといったオンラインならではの熱気溢れる格闘世界を体感できます。

最強の栄光をつかめ！『WarRock』
世界一の原油埋蔵量を誇る DERBARAN 軍とそれを狙う N.I.U 軍の対立。プレイヤーは、どちらかの軍に属し、戦闘兵・工兵・
偵察兵・衛生兵・重火器兵の特徴ある 5 つの兵科から 1 つを選び、仲間と連携しながら勝利を目指す、オンラインミリタリー
アクションです。対戦モードは、ミッションモード、コンクエストモード、デスマッチモードがあり、小規模･中規模・大規
模の様々なマップを舞台にいろいろな戦闘スタイルを楽しむことができます。
また、
手に汗握る対人戦の撃ち合いはもちろん、
戦車・戦闘機・ボートなど多彩な兵器を駆使した、陸海空と奥行きのある戦場の雰囲気を体感できるのも魅力です。
12 日（日）には、『WarRock』ユーザーの中から最強チームを決める「日本最強クラン決定戦 2008」の決勝大会を実施。14
時からの決勝ステージは、インターネット上で生中継します。 決勝ステージ中継 URL：http://warrock.jp/cp/0808̲tgs/

モバイルコンテンツ
タイトル
あいのり★ラブワゴン

ジャンル
恋愛コミュニケーション
ネットワークゲーム
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i モード
Yahoo!ケータイ
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好評サービス中

プレイアブル

フジテレビの大人気番組が、ケータイゲームになって登場！『あいのり★ラブワゴン』
プレイヤーはゲーム内において、個性豊かな１，０００種類以上のアバターアイテムで自らの分身を飾り、携帯電話のネッ
トワークを通じて番組と同様に男女 7 人で「ラブワゴン」に「あいのり」をします。プレイヤー達はゲーム内で世界各国を旅
しながら数々のミッション、ミニゲーム、各国独特のイベントを協力してこなしていきます。コミュニケーション機能でお互
いを知り合い、恋愛成就を目指します。見事カップルとなって帰国できるのか・・・「ラブワゴン」がすべてを見届けます。

テクモ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/

※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。
※「PLAYSTATION」および「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
※ニンテンドーDS、ディーエス／ＤＳ、Wii および Wii ウェアは任天堂株式会社の登録商標または商標です。
※「i モード」は NTT ドコモの登録商標です。
※「EZweb」は、KDDI 株式会社の登録商標または商標です。
※「Yahoo！」および「Yahoo!」「Y！」のロゴマークは、米国 Yahoo!Inc.の登録商標または商標です。
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テクモ株式会社
経営管理部
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TEL. 03‑3222‑7645

FAX. 03‑3222‑7649

