
 

KMJ 第 02-055 号 

2002 年 8 月 30 日 

 <報道資料> 
コナミ株式会社 

株式会社タカラ 

株式会社ハドソン 

元気株式会社 

＜イベント＞ 
 

コナミグループ 4 社、初の合同出展 

『東京ゲームショウ 2002』 
過去最大の規模にて展開 

 
 
 

  コナミ株式会社（社長：上月景正、以下コナミ）、株式会社タカラ（社長：佐藤慶太、以下タカラ）、

株式会社ハドソン（社長：工藤浩、以下ハドソン）、元気株式会社（社長：浜垣博志、以下元気）の4

社は、『遊びは人類のDNA』をテーマに開催される「東京ゲームショウ2002」（会場：幕張メッセ/会

期：9月20日～22日）に、4社合同で出展致します。 

 

コナミ流通を使用して商品を配給しているコナミグループ4社（コナミ、タカラ、ハドソン、元気）お

よび、メジャー参加企業（※1）を含めて、より効率的な販売活動ならびに商品アピールを図る目的

で、今回初めてグループ4社合同出展という形を取りました。この秋から来春にかけて販売予定の

各社の新作・未公開作など話題の家庭用ゲームソフトをはじめ、最新の携帯電話コンテンツも多

数出展致します。 

 

ゲームソフトの出展作品はコナミからは、計41タイトル、タカラからは、計10タイトル、ハドソンか

らは、計8タイトル、元気からは、計2タイトルの出展が予定されております。このほか、携帯コンテ

ンツ、メジャー参加企業等を加えると、出展総タイトル数は70タイトルを超え、「東京ゲームショウ」

史上最大のブースとなります。＜詳細は別紙参照＞ 

 

コナミは、年末から来年にかけての注力タイトルである「ANUBIS ZONE OF THE ENDERS」、

「SILENT HILL3」、「METAL GEAR SOLID 2 SUBSTANCE」などをプレイヤブル出展するほか、イベ

ントにて盛り上げを図ります。 

タカラは、ファミリー層が楽しめるよう“おもちゃ箱”をイメージしたブース展開で、GC参入2タイト

ルを始めとする年末年始の期待のゲームソフトがプレイヤブル出展する他、今話題の電気自動車

「Q-CAR」や2004年に生誕20周年を迎える「トランスフォーマー」といった、注目のおもちゃが多数

出展。大人から子供まで誰でも楽しめるブース構成になります。 

ハドソンは、年末の定番ソフト「桃太郎電鉄11」と初のTVアニメ化で話題の「ボンバーマンジェッ

ターズ」を中心に年末年始向けの家庭用ゲームを強力にアピールするほか、504i向けを中心にし

たｉモードコンテンツも数多く出展。 

元気は、同ショウにおいて“元気レーシングプロジェクト” として「首都高バトル01」、「街道バト

ル」を出展予定です。 
 

 プレイヤブル出展ならびにメインステージでの数々のイベントなど、“ゲームの祭典”「東京ゲー

ムショウ2002」のコナミグループ4社合同ブースにご期待ください。 

 

（※1）コナミは、1999年2月にメジャー事業を開始。他社の家庭用ソフトをゲーム業界屈指のコナミ

流通網にて販売するゲーム配給事業を展開しております。 
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主な出展内容 

 

【コナミ家庭用ゲームソフト】 

■PS2 対応ソフト（15 タイトル） 

ANUBIS ZONE OF THE ENDERS  PS2 2003 年冬 

ＳＩＬＥＮＴ ＨＩＬＬ 3 PS2 未定 

J リーグウイニングイレブン 6 PS2 9 月 19 日予定 

METAL GEAR SOLID 2 SUBSTANCE PS2 2002 年冬 

真魂斗羅 PS2 11 月 14 日予定 

K-1 ﾜｰﾙﾄﾞｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 2002 PS2 11 月 28 日予定 

ポップンミュージック 7 PS2 11 月 28 日予定 

ＳＩＬＥＮＴ ＳＣＯＰＥ3 PS2 10 月 17 日予定 

NBA STARTING FIVE（仮） PS2 12 月 5 日予定 

犬とあそぼう～dogstation～（仮） PS2 12 月 12 日予定 

Evolution Skateboarding（仮） PS2 12 月 12 日予定 

THE THING 遊星からの物体 X episode II(仮)  PS2 今冬予定 

Evolution Snowboarding（仮） PS2 2003 年 1 月予定 

Get Backers 奪還屋～奪われた無限城 PS2 9 月 26 日予定 

COOL GIRL（仮） PS2 2003 年夏 

■PS 対応ソフト（3 タイトル） 

ミニモニ。ステップぴょんぴょんぴょん♪ PS 12 月予定 

マーシャルビート 2 PS 9 月 12 日予定 

帰ってきた サイボーグクロちゃん PS 11 月 21 日予定 

■GBA 対応ソフト（16 タイトル） 

コロッケ!夢のバンカーサバイバル！ GBA 10 月 17 日予定 

ミルモでポン！～黄金マラカスの伝説～（仮） GBA 12 月予定 

ミニモニ。おねがい☆お星さま GBA 12 月予定 

J リーグ ウイニングイレブン アドバンス 2002 GBA 10 月 10 日予定 

魂斗羅ハードスピリッツ GBA 11 月 14 日予定 

K-1 ﾎﾟｹｯﾄｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 2 GBA 11 月 28 日予定 

ＳＩＬＥＮＴ ＳＣＯＰＥ GBA 10 月 17 日予定 

ビーストシューター～めざせ闘獣王！（ビーストキング）～ GBA 10 月 31 日予定 

実況ﾜｰﾙﾄﾞｻｯｶｰポケット 2 GBA 11 月 28 日予定 

ムゲンボーグ GBA 11 月 28 日予定 

スパイロアドバンス GBA 今冬予定 

フロッガー 魔法の国の大冒険 GBA 未定 

戦国革命外伝（仮） GBA 未定 

GROOVE ADVENTURE RAVE～光と闇の大決戦 2～ GBA 9 月 26 日予定 

パワプロクンポケット 5 GBA 2003 年 1 月予定 

クラッシュ・バンディクー アドバンス GBA 好評発売中 

■GC 対応ソフト（6 タイトル） 

ディズニースポーツ：サッカー GC 好評発売中 

ディズニースポーツ：スケートボーディング GC 9 月 19 日 

ディズニースポーツ：アメリカンフットボール（仮） GC 今冬予定 

ディズニースポーツ：バスケットボール（仮） GC 今冬予定 

Evolution Skateboarding（仮） GC 12 月 12 日予定 

マッスルちゃんぴよん 筋肉島の決戦 GC 11 月 21 日予定 

■Xbox 対応ソフト（1 タイトル） 

クラッシュ・バンディクー4 さくれつ！魔神パワー Xbox 10 月 24 日予定 

 

【コナミネット】 

 ■携帯コンテンツコーナー（7 タイトル） 

 

コナミネット超 DX（仮） 携帯電話（ｉモード） 9 月 17 日配信予定 

少年マガジン＠コナミ 携帯電話（ｉモード） 好評配信中 

コナミ J-APPLI 携帯電話（Ｊ－ＳＫＹ） 好評配信中 

がんばれゴエモン 携帯電話（Ｊ－ＳＫＹ） 9 月 2 日配信予定 

コナミアプリコレクション 携帯電話（ＥＺｗｅｂ） 好評配信中 

BEMANI MIX 携帯電話（ＥＺｗｅｂ） 好評配信中 

パワプロサクセス 携帯電話（ｉモード/Ｊ－ＳＫＹ/ＥＺｗｅｂ） 好評配信中 
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＜コナミイベント一覧＞ 

ANUBIS 

ZONE OF THE 

ENDERS  

「～小島監督が贈る最新ア

クション～ ANUBIS の全

貌」 

21日（土） 

22日（日）両日 

※両日ともにＡ、

Ｂ1 回ずつ実施 

ステージはゲームメインの「Ａ」タイプとストーリ

ーメインの「Ｂ」タイプの 2 パターン構成。 

Ａでは小島監督と村田Ｄがデモプレイを交

えてゲーム内容を説明。 

Ｂでは小島監督ほか豪華スタッフ陣がスト

ーリーやキャラクターについてトークショーを。 

METAL GEAR 

SOLID2 

SUBSUTANCE 

遂に完全版が登場！！ 

～METAL GEAR SOLID 2 

SUBSUTANCE～ 

21日（土）、22日

（日） 

数々のミッションをクリアする醍醐味を味わえ

るMGS2 SUBSUTANCE。ステージでは小島

監督にゲームのレクチャーしてもらいます。

その後は、観客も巻き込みながらミニゲーム

大会を開催！！ 

pop'n music pop'n music アーティスト

ライブ in 東京ゲームショ

ウ 2002 

9月22日（日）予定 ポップンミュージックに参加している人気アー

ティストであるSana、ミッキー・マサシがCESA

ステージで熱唱！！ 

マ ー シ ャ ル ビ

ート 2 

武道フィットネスアクション

「マーシャルビート 2」Real

Fighting Live 

9月20日（金）、21

日（土）、22日

（日） 3日間 

プレイステーション用ソフト「マーシャルビート

2」を格闘技系エクササイズのトップトレーナ

ー達が実戦に基づいてデモンストレーショ

ン！ 

敵がいることを想定した数々の動きをスパー

リング形式で解説・実戦します。さらに新モー

ド「VSモード」を使って、来場者との対戦も行

う、エキサイティングなステージです。 

 

【タカラ家庭用ゲームソフト】 

■PS2 対応ソフト（2 タイトル） 

機甲兵団Ｊ-ＰＨＯＥＮＩＸ コバルト小隊篇 PS2 12 月予定 

チョロＱ PS2 12 月予定 

■PS 対応ソフト（3 タイトル） 

■GBA 対応ソフト（2 タイトル） 

■GC 対応ソフト（2 タイトル） 

チョロＱ ＧＣ 12 月予定 

ベイブレード ＧＣ 12 月予定 

■Xbox 対応ソフト（1 タイトル） 

 

■他展示予定 

■携帯コンテンツコーナー（6 タイトル） 

＜タカライベント一覧＞ 

イベントの詳細につきましては調整中となります。 

犬夜叉 

トランスフォーマー 

第 2 回！クイズだらけの人生ゲーム PS 10 月 17 日 

東京ミュウミュウ PS 12 月予定 

人生ゲーム PS 12 月予定 

チョロＱアドバンス 2 GBA 11 月予定 

犬夜叉 GBA 12 月予定 

機甲兵団Ｊ-ＰＨＯＥＮＩＸ＋ Xbox 12 月予定 

Q-CAR 電気自動車 11 月予定 

トランスフォーマー 変形ロボット 発売中 

パチスロ TV サラリーマン金太郎 プラグイットアダルティ 発売中 

パチスロ TV アラジン TV プラグイットアダルティ 9 月予定 

パチスロ TV ギンギン丸 プラグイットアダルティ 10 月予定 

反射陶酔ゲーム ポピラ２ プラグイット 発売中 

デジキュー 赤外線コントロールチョロＱ 発売中 

スカイシップ ラジオコントロール飛行船 発売中 

チョロＱ チョロＱシリーズ最新ラインナップ 発売中 

ｉタカランド 携帯電話（ｉモード） 好評配信中 

ｉラブリカちゃん 携帯電話（ｉモード） 好評配信中 

ｉチョロＱ 携帯電話（ｉモード） 好評配信中 

人生ゲーム 携帯電話（ｉモード） 好評配信中 

人生ゲーム 恋愛版 携帯電話（ｉモード） 好評配信中 

人生ゲーム 携帯電話（Ｊ－ＳＫＹ） 好評配信中 
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【ハドソン家庭用ゲームソフト】 

■PS2 対応ソフト（3 タイトル） 

■PS 対応ソフト（1 タイトル） 

■GBA 対応ソフト（2 タイトル） 

■GC 対応ソフト（2 タイトル） 

桃太郎電鉄 11 ＧＣ 12 月予定 

ボンバーマンジェッターズ ＧＣ 12 月予定 

■携帯コンテンツコーナー（4 タイトル） 

 

＜ハドソンイベント一覧＞ 

イベントの詳細につきましては調整中となります。 

 

【元気家庭用ゲームソフト】 

■PS2 対応ソフト（2 タイトル） 

■携帯コンテンツコーナー（5 タイトル） 

 

＜元気イベント一覧＞ 

「 街 道 バ ト ル 」 、

「 首 都 高 バ ト ル

01」 

GENKI Race Battle フー

ドファイター編 

9 月 20～22（1 日 1

回、計 3 回 時間

は未定） 

フードファイターとプレイヤーがタッグを

組み「街道バトル」、「首都高バトル 01」

をプレイ後、フードファイター同士のフー

ドバトルを行ない、その合計タイムの速

さを競います。 

 

 

                                                      （了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桃太郎電鉄 11 PS2 12 月予定 

ボンバーマンジェッターズ PS2 12 月予定 

ゼロヨンチャンプシリーズドリフトチャンプ PS2 11 月 21 日予定 

Ｄｒ.リンにきいてみて！〜恋のハッピーフォーシーズン PS  11 月 28 日予定 

ボンバーマンジェッターズ  伝説のボンバーマン GBA 10 月 24 日 

ボボボーボ・ボーボボ      奥義 87.5 爆裂鼻毛真拳 GBA 12 月予定 

着信☆あぷり♪ ｉモードコンテンツ 配信中 

Ａ列車で行こうｉ ｉモードコンテンツ 配信中 

ｉ－アクアゾーン ｉモードコンテンツ 配信中 

ミラクルくえすと ｉモードコンテンツ 配信中 

首都高バトル 01 PS2 2003 年春 

街道バトル PS2 2003 年初冬 

ベルトロガー9 携帯電話（Ｊ－ＳＫＹ） 配信中 

エターナルラビリンス 携帯電話（Ｊ－ＳＫＹ） 配信中 

ポケットテニス 携帯電話（Ｊ－ＳＫＹ） 配信中 

ポケットボクシング 携帯電話（Ｊ－ＳＫＹ） 配信中 

ポケットビーチバレー 携帯電話（Ｊ－ＳＫＹ） 配信中 
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