
タイトル メーカー

#コンパス【戦闘摂理解析システム】 NHN JAPAN株式会社

Fortnite Epic Games,Inc.
青鬼シリーズ（青鬼オンライン、青鬼1〜3） UUUM株式会社

脱獄ごっこ UUUM株式会社

エコーズ オブ パンドラ Eyedentity Games Japan
対戦！こおり鬼 株式会社テクノブラッド

AFTERLOST - 消滅都市 株式会社WFS
ダンまち〜メモリア・フレーゼ〜（ダンメモ） 株式会社WFS
アナザーエデン 時空を超える猫 株式会社WFS
消滅都市 株式会社WFS
ステリアデイズ・ウィキッド CLINKS株式会社

ブラックホライズン 株式会社WeGames Japan
天地の如く 6waves株式会社

獅子の如く 6waves株式会社

三国覇王戦記 6waves株式会社

Moon&Star 6waves株式会社

三国天武 6waves株式会社

極三国 6waves株式会社

決戦三国 6waves株式会社

戦国幻武 6waves株式会社

狂暴の翼 6waves株式会社

Ash Tale-風の大陸- X-LEGEND ENTERTAINMENT JAPAN株式会社

SEVENS DARK X-LEGEND ENTERTAINMENT JAPAN株式会社

星界神話 -ASREAL TALE- X-LEGEND ENTERTAINMENT JAPAN株式会社

幻想神域 -Another Fate- X-LEGEND ENTERTAINMENT JAPAN株式会社

ハンターヒーロー -HUNTER HERO- X-LEGEND ENTERTAINMENT JAPAN株式会社

スタートリガー Rekoo Japan株式会社

ファンタジードライブ Rekoo Japan株式会社

くまといっしょ ミルク株式会社

花粉ヘブン ミルク株式会社

ソーセージレジェンド ミルク株式会社



会社で寝よう ミルク株式会社

カートゥーンウォーズ３ 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
NBA NOW 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
ヴェンデッタ 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
エルン ジェネシス 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
MLBパーフェクトイニング 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
光を継ぐ者 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
クリティカ～天上の騎士団～ 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
フィッシングスーパースターズ 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
ドラゴンスラッシュ 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
サッカースピリッツ 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
ルーシッド・アドベンチャー 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
イノティア戦記4 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
釣りオン！ VR 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
サマナーズウォー: Sky Arena 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
MLB：9イニングス20 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
ゴルフスター 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
釣りオン！ 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
MLB：9イニングスGM 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
タイニーファーム:season3 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
チェーンストライク (Chain Strike) 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
ワンダータクティクス 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
アイモ: 森の迷宮 株式会社GAMEVIL COM2US Japan
イラストチェイナー - 絵しりとりオンラインお絵かきゲーム 株式会社ガンズターン 
踊り子クリノッペ グリー株式会社

戦国キングダム グリー株式会社

戦国アスカZERO グリー株式会社

海賊王国コロンブス グリー株式会社

ハコニワ グリー株式会社

モンプラ グリー株式会社

釣りスタ グリー株式会社

探検ドリランド グリー株式会社



Q 株式会社リイカ

天空のやつ 株式会社リイカ

おやじ観察キット 株式会社リイカ

毎日の耳かき 株式会社リイカ

Q craft 株式会社リイカ

なぞとき 脱出ゲーム - Rescue Cut 株式会社MARKAPP
Rescue Road - 暇つぶし 人気 ゲーム 株式会社MARKAPP
世界感染 - バイオハザーズ シューティング 株式会社MARKAPP
ボール の巣 -穴を掘ってボールを導け！ 株式会社MARKAPP
Sky 星を紡ぐ子どもたち thatgamecompany,inc
天華百剣-新- 株式会社ディー・エヌ・エー

CUE! -See You Everyday- 株式会社リベル・エンタテインメント

蒼焔の艦隊 株式会社リベル・エンタテインメント

幻獣契約クリプトラクト 株式会社バンク・オブ・イノベーション

王道RPG -ミトラスフィア- 本格オンラインRPG 株式会社バンク・オブ・イノベーション

STATION - 僕は鉄道係員 株式会社Canvas
渋谷をつくろう 株式会社Canvas
CUBERUNNER 株式会社Canvas
すごろく将棋 株式会社Canvas
世界征服 株式会社Canvas
がんばれスキージャンプ3D 株式会社Canvas
ピクトさんを探せ！ 〜アイコンでタッチナンバー〜 株式会社Canvas
つむねこ - つなげて消そう！コロコロかわいい！爽快パズル！ 株式会社Canvas
がんばれ！ルルロロのつなげて消そう！ぷ にゅぷにゅパズル 株式会社Canvas
がんばれ！ルルロロのソリティア（トランプ） 株式会社Canvas
がんばれ！ルルロロの七並べ(トランプ) 株式会社Canvas
スピード-がんばれ！ルルロロ(トランプ) 株式会社Canvas
宇宙兄弟の七並べ 株式会社Canvas
宇宙兄弟のソリティア 株式会社Canvas
宇宙兄弟の無重力パズル 株式会社Canvas
机で野球 SAT-BOX株式会社

Samurai Sword "Slashing Action SAT-BOX株式会社



New baseball board app BasePinBall SAT-BOX株式会社

Billiards9 SAT-BOX株式会社

There's no tablecloth I can't pull!! SAT-BOX株式会社

StrikeGate SAT-BOX株式会社

チョークダッシュ SAT-BOX株式会社

DropEraser SAT-BOX株式会社

AttackHockey SAT-BOX株式会社

Action game! TankDefense SAT-BOX株式会社

Voxel Shot VR Mobile SAT-BOX株式会社

WORLD SOCCER PK SAT-BOX株式会社

Billiards8 (8 Ball & Mission) SAT-BOX株式会社

AppleTower SAT-BOX株式会社

New World Spin SAT-BOX株式会社

DotTank SAT-BOX株式会社

机で卓球 SAT-BOX株式会社

ChameleonLunch SAT-BOX株式会社

机でバレー SAT-BOX株式会社

RulerBattle SAT-BOX株式会社

消しゴム落とし 謎 SAT-BOX株式会社

Chalk Jump SAT-BOX株式会社

机でGOLF SAT-BOX株式会社

Intuition action!! MonsterDash SAT-BOX株式会社

EveryDay Omikuji SAT-BOX株式会社

消しゴムパーティ SAT-BOX株式会社

ChalkDashDX SAT-BOX株式会社

BalloonHit SAT-BOX株式会社

机でバスケ SAT-BOX株式会社

机でドッジボール SAT-BOX株式会社

机でボウリング SAT-BOX株式会社

消しゴム落とし 戦 SAT-BOX株式会社

机で将棋 SAT-BOX株式会社

消しゴム落とし バトルロイヤル SAT-BOX株式会社



机でテニス SAT-BOX株式会社

OshogatsuApp SAT-BOX株式会社

机でバドミントン SAT-BOX株式会社

机で水泳 SAT-BOX株式会社

机で弓道（アーチェリー） SAT-BOX株式会社

机でラグビー SAT-BOX株式会社

机でハンドボール SAT-BOX株式会社

机でスキージャンプ SAT-BOX株式会社

机で自転車レース SAT-BOX株式会社

サクっと！キックベース SAT-BOX株式会社

学校サボる!　- 脱出ゲーム エウレカスタジオ株式会社

仕事サボる!　-脱出ゲーム エウレカスタジオ株式会社

告白大作戦　-脱出ゲーム エウレカスタジオ株式会社

にゃんてえすけーぷ -猫の脱出ゲー エウレカスタジオ株式会社

脱出!! 幽霊学校 エウレカスタジオ株式会社

脱出ゲーム 電脳街からの脱出 エウレカスタジオ株式会社

いぬびより　-パンダと犬と時々ねこちゃん エウレカスタジオ株式会社

とどけぇぇえ 面白革命capsule+
全力階段 面白革命capsule+
１００の瞬間 面白革命capsule+
育ててイケメン 面白革命capsule+
田中にタイキック２ 面白革命capsule+
なんでやねん 面白革命capsule+
みぃつけたぁ 面白革命capsule+
限界記憶Lv99 面白革命capsule+
銭さばき 面白革命capsule+
とどけぇぇえ+ 面白革命capsule+
育てて日本人形 面白革命capsule+
ゾンビ撃て 面白革命capsule+
おとせぇぇえ 面白革命capsule+
やっほー 面白革命capsule+
幸せのかけら 面白革命capsule+



全力階段+ 面白革命capsule+
落下注意 面白革命capsule+
ゆれてる坊主 面白革命capsule+
100の瞬間+ 面白革命capsule+
ゾンビ撃てハロウィン 面白革命capsule+
これ何かわかる？ 面白革命capsule+
あつめろコイン 面白革命capsule+
The とびばこ - Lv99 面白革命capsule+
ゾンビ撃て ホラーナイトver 面白革命capsule+
開けサンマ 面白革命capsule+
ゾンビにタイキック 面白革命capsule+
飛ばせ！ピン - 完全無料のストレス解消ゲーム 面白革命capsule+
りんごあめ、いかがですか 面白革命capsule+
殺らない蚊 面白革命capsule+
俺はこうして河童になった 面白革命capsule+
ゾンビ撃てハロウィン２ 面白革命capsule+
激ムズ〜落下注意 面白革命capsule+
ゾンビ足せ 面白革命capsule+
止まれ 面白革命capsule+
やっほーと、おお縄跳び 面白革命capsule+
除夜の達人 面白革命capsule+
限界色覚Lv99 面白革命capsule+
これ何かわかる？　大阪　スペシャル 面白革命capsule+
ShotZombieReal 面白革命capsule+
The リフティング - Lv99 面白革命capsule+
脳トレ射撃Lv99 面白革命capsule+
イルカって立つんでしょ？ 面白革命capsule+
つくろう日本列島 面白革命capsule+
SunVy Poker サンビ株式会社

Fans Poker サンビ株式会社

王国と文明 サンビ株式会社

ブロスタ supercell



クラッシュ・オブ・クラン supercell
Hay Day supercell
クラッシュ・ロワイヤル supercell
タワーディフェンス supercell
ソード・オブ・ガルガンチュア 株式会社Thirdverse
Airtone（エアトーン） AMG GAMES　
アンリアルチャレンジVR AMG GAMES
アンリアルチャレンジVR AMG GAMES
北斗の拳 LEGENDS ReVIVE 株式会社セガ

NET麻雀　MJモバイル 株式会社セガ

ファンタシースターオンライン2 クラウド 株式会社セガ

イドラ ファンタシースターサーガ 株式会社セガ

ぷよぷよeスポーツ 株式会社セガ

ファンタシースターオンライン2 株式会社セガ

PSO2クラウド 株式会社セガ

龍が如く　極                                      　　　　　　　　　(PS4) 株式会社セガ

龍が如く　極2                                 　　　　　　　　　   (PS4) 株式会社セガ

龍が如く3                                    　　　　　　　　　       (PS4) 株式会社セガ

龍が如く4 伝説を継ぐもの           　　　　　　　　　      (PS4) 株式会社セガ

龍が如く5 夢、叶えし者                　　　　　　　　　     (PS4) 株式会社セガ

龍が如く6 命の詩。                          　　　　　　　　　  (PS4) 株式会社セガ

龍が如く0 誓いの場所                     　　　　　　　　　   (PS4) 株式会社セガ

龍が如く　維新！                            　　　　　　　　　   (PS4) 株式会社セガ

龍が如く7　光と闇の彼方                　　　　　　　　　  (PS4) 株式会社セガ

龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル 株式会社セガ

サクラ大戦　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  （コンシューマーゲームコンテンツのみ） 株式会社セガ

サクラ大戦〜熱き血潮に〜　　　　　　　　　　　   　（コンシューマーゲームコンテンツのみ） 株式会社セガ

サクラ大戦2〜君、死にたもうことなかれ〜　　　　　 （コンシューマーゲームコンテンツのみ） 株式会社セガ

サクラ大戦1&2　　　　　　　　　　　　　　　　　　（コンシューマーゲームコンテンツのみ） 株式会社セガ

サクラ大戦3〜巴里は燃えているか〜　　　　　　　　 （コンシューマーゲームコンテンツのみ） 株式会社セガ

サクラ大戦4 〜恋せよ乙女〜　　　　　　　　　　　　（コンシューマーゲームコンテンツのみ） 株式会社セガ

サクラ大戦 COMPLETE BOX　　　　　　　　　  　　（コンシューマーゲームコンテンツのみ） 株式会社セガ



サクラ大戦V 〜さらば愛しき人よ〜　　　　　　　  　 （コンシューマーゲームコンテンツのみ） 株式会社セガ

新サクラ大戦　　　　　　　　　　　　　　　　　　    (PS4)  株式会社セガ

カオティクス 株式会社セガ

初音ミク Project DIVA MEGA39’s＋ 株式会社セガ

ソニックオリジンズ 株式会社セガ

ソニック＆ナックルズ 株式会社セガ

ソニック スピンボール 株式会社セガ

ソニックCD 株式会社セガ

ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 株式会社セガ

ソニック・ザ・ヘッジホッグ 株式会社セガ

G ソニック 株式会社セガ

ソニック ラビリンス 株式会社セガ

テイルスアドベンチャー 株式会社セガ

テイルスのスカイパトロール 株式会社セガ

ソニック ドリフト2 株式会社セガ

ソニック＆テイルス 2 株式会社セガ

ソニック ドリフト 株式会社セガ

ソニック＆テイルス 株式会社セガ

ソニック3D フリッキーアイランド 株式会社セガ

ソニックＲ 株式会社セガ

ソニックジャム 株式会社セガ

ソニックアドベンチャー2 株式会社セガ

ソニックシャッフル 株式会社セガ

ソニックアドベンチャー インターナショナル 株式会社セガ

ソニックアドベンチャー 株式会社セガ

ソニックヒーローズ 株式会社セガ

ソニックアドベンチャーDX 株式会社セガ

ソニック & ナックルズコレクション 株式会社セガ

ソニック・ザ・ヘッジホッグCD 株式会社セガ

ソニックライダーズ 株式会社セガ

シャドウ・ザ・ヘッジホッグ 株式会社セガ

ソニック ジェムズコレクション 株式会社セガ



ソニック メガコレクション プラス 株式会社セガ

セガ スーパースターズ 株式会社セガ

Ｗパック ソニックアドバンス & チューチューロケット！ 株式会社セガ

Ｗパック ソニックバトル & ソニックアドバンス 株式会社セガ

Wパック ソニックピンボールパーティー & ソニックバトル 株式会社セガ

ソニックアドバンス3 株式会社セガ

ソニックバトル 株式会社セガ

ソニックピンボールパーティー 株式会社セガ

ソニックアドバンス2 株式会社セガ

ソニックアドバンス 株式会社セガ

ソニック メガコレクション 株式会社セガ

ソニックアドベンチャー2バトル 株式会社セガ

ソニックカラーズ 株式会社セガ

ソニッククロニクル 闇次元からの侵略者 株式会社セガ

ソニック・ザ・ヘッジホッグ4 エピソードII 株式会社セガ

ソニック ジェネレーションズ 白の時空 株式会社セガ

ソニック フリーライダーズ 株式会社セガ

ソニック・ザ・ヘッジホッグ4 エピソードⅠ 株式会社セガ

ソニック ワールドアドベンチャー 株式会社セガ

ソニック ヒーローズ 株式会社セガ

ソニック＆オールスターレーシング TRANSFORMED 株式会社セガ

ソニックと暗黒の騎士 株式会社セガ

ソニックライダーズ シューティングスターストーリー 株式会社セガ

ソニックと秘密のリング 株式会社セガ

ソニック ランナーズ 株式会社セガ

ソニック&セガオールスターズ レーシング 株式会社セガ

ソニックジャンプ 株式会社セガ

ソニック・ザ・ヘッジホッグ4 エピソードI 株式会社セガ

ソニックトゥーン ファイア & アイス 株式会社セガ

ソニックトゥーン アイランドアドベンチャー 株式会社セガ

ソニック ロストワールド 株式会社セガ

ソニック ジェネレーションズ 青の冒険 株式会社セガ



ソニックトゥーン 太古の秘宝 株式会社セガ

ソニック&オールスターレーシング TRANSFORMED 株式会社セガ

チームソニックレーシング 株式会社セガ

ソニックマニア・プラス 株式会社セガ

ソニックフォース 株式会社セガ

ソニックマニア 株式会社セガ

ベヨネッタ 株式会社セガ

バーチャロンマスターピース 株式会社セガ

ダイナマイト刑事 株式会社セガ

ダイナマイト刑事2 株式会社セガ

スペースハリアーⅡ 株式会社セガ

獣王記 株式会社セガ

アレックスキッド 天空魔城 株式会社セガ

ザ・スーパー忍 株式会社セガ

ヴァーミリオン 株式会社セガ

ゴールデンアックス 株式会社セガ

サンダーフォースⅢ 株式会社セガ

コラムス 株式会社セガ

パターゴルフ 株式会社セガ

死の迷宮 株式会社セガ

武者アレスタ 株式会社セガ

フリッキー 株式会社セガ

パドルファイター -大宇宙一のエアホッケー野郎！- 株式会社セガ

ハイパーマーブルズ 株式会社セガ

ピラミッドマジック 株式会社セガ

テディボーイブルース 株式会社セガ

キスショット 株式会社セガ

レンタヒーロー 株式会社セガ

ロボットバトラー 株式会社セガ

ワンダーボーイⅤ モンスターワールドⅢ 株式会社セガ

16t 株式会社セガ

アウォーグ 株式会社セガ



メダルシティ 株式会社セガ

トージャム＆アール 株式会社セガ

シャイニング・フォース ～神々の遺産～ 株式会社セガ

イカスぜ！恋のどきどきペンギンランドMD 株式会社セガ

カメレオンキッド 株式会社セガ

ランドストーカー ～皇帝の財宝～ 株式会社セガ

ぷよぷよ 株式会社セガ

ベア・ナックルⅡ 死闘への鎮魂歌 株式会社セガ

OutRun2019 株式会社セガ

タントアール 株式会社セガ

スノーブラザーズ 株式会社セガ

スラップファイト 株式会社セガ

ロード・ラッシュⅡ 株式会社セガ

ザ・スーパー忍Ⅱ 株式会社セガ

エコー・ザ・ドルフィン 株式会社セガ

ガンスターヒーローズ 株式会社セガ

シャイニング・フォースII 古えの封印 株式会社セガ

パーティークイズ MEGA Q 株式会社セガ

ダイナブラザーズ2 株式会社セガ

ファンタシースター ～千年紀の終りに～ 株式会社セガ

エターナルチャンピオンズ 株式会社セガ

モンスターワールドⅣ 株式会社セガ

ロードモナーク とことん戦闘伝説 株式会社セガ

ハイブリッド・フロント 株式会社セガ

ダイナマイトヘッディー 株式会社セガ

ぷよぷよ通 株式会社セガ

ストーリー オブ トア ～光を継ぐ者～ 株式会社セガ

エイリアンソルジャー 株式会社セガ

ライトクルセイダー 株式会社セガ

ゲームのかんづめ お徳用 株式会社セガ

コミックスゾーン 株式会社セガ

ベクターマン 株式会社セガ



アースワームジム 株式会社セガ

魔導物語Ⅰ 株式会社セガ

バーチャファイター2 株式会社セガ

The Yakuza Remastered Collection 株式会社セガ

Yakuza Remastered Collection 株式会社セガ

NiGHTS into Dreams... 株式会社セガ

クレイジータクシー 株式会社セガ

テトリス 株式会社セガ

サクラ革命 株式会社セガ

ぷよぷよテトリス 株式会社セガ

ぷよぷよテトリス2 株式会社セガ

バーチャファイター eスポーツ 株式会社セガ

シェンムーI＆II 株式会社セガ

初音ミク Project DIVA Future Tone（PS4） 株式会社セガ

初音ミク Project DIVA MEGA39’s（Switch） 株式会社セガ

PSO2 ニュージェネシス 株式会社セガ

ソニックカラーズ アルティメット 株式会社セガ

ツーポイントホスピタル：ジャンボエディション 株式会社セガ

たべごろ！スーパーモンキーボール 1＆2リメイク 株式会社セガ

JUDGE EYES：死神の遺言 株式会社セガ

LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶 株式会社セガ

アウトラン 株式会社セガ

イチダントアール 株式会社セガ

エイリアンソルジャー 株式会社セガ

エクスランザー 株式会社セガ

エコー・ザ・ドルフィン CD 株式会社セガ

ゲイングランド 株式会社セガ

コラムスⅢ 対決！コラムスワールド 株式会社セガ

シャイニング＆ザ・ダクネス 株式会社セガ

シャイニング・フォース CD 株式会社セガ

新創世記ラグナセンティ 株式会社セガ

スペースハリアーⅡ（スペースハリアー） 株式会社セガ



ソニック・ザ・ヘッジホッグ CD 株式会社セガ

バーチャレーシング 株式会社セガ

ファンタシースターⅡ 還らざる時の終わりに 株式会社セガ

ボナンザ ブラザーズ 株式会社セガ

夢見館の物語 株式会社セガ

三輪サンちゃん 株式会社セガ

パーティークイズ MEGA Q 2022 株式会社セガ

パーティークイズ SEGA Q 株式会社セガ

ファンタジーゾーン 株式会社セガ

ふたりでぷよぷよ SUN 株式会社セガ

ワンダーメガコレクション 株式会社セガ

ビューポイント 株式会社セガ

でびとぴー 株式会社セガ

ソニックフロンティア 株式会社セガ

オシャレ魔女♥ラブandベリー 〜DSコレクション〜 株式会社セガ

レインボーシックス クアランティン ユービーアイソフト

ブロウルハラ ユービーアイソフト

TRIALSRISING ユービーアイソフト

スカル アンド ボーンズ ユービーアイソフト

ダートラリー2.0 ユービーアイソフト

レインボーシックス シージ デラックスエディション ユービーアイソフト

ディビジョン2 ユービーアイソフト

トランスファレンス ユービーアイソフト

F1 2018 ユービーアイソフト

ザ クルー2 ユービーアイソフト

レインボーシックス シージ　アドバンスエディション ユービーアイソフト

スティープ　ロード トゥー ザ オリンピック ユービーアイソフト

スティープ　ウィンター ゲーム ゴールド エディション ユービーアイソフト

スナイパー ゴーストウォリアー3 ユービーアイソフト

F1 2017 ユービーアイソフト

DiRT® 4 ユービーアイソフト

Star Trek: Bridge Crew ユービーアイソフト



STEEP ユービーアイソフト

ザ クルー　アルティメットエディション ユービーアイソフト

イーグルフライト ユービーアイソフト

F1 2016 ユービーアイソフト

UNO ユービーアイソフト

GROW UP ユービーアイソフト

トライアルズ オブ ザ ブラッドドラゴン ユービーアイソフト

グランドエイジ メディーバル ユービーアイソフト

トラックマニア　ターボ ユービーアイソフト

ディビジョン ユービーアイソフト

レインボーシックス　シージ ユービーアイソフト

ザ クルー　ワイルドランエディション ユービーアイソフト

GROW HOME ユービーアイソフト

F1 2015 ユービーアイソフト

トライアルズ フュージョン　オーサムマックスエディション ユービーアイソフト

テトリス　アルティメット ユービーアイソフト

エアメック　アリーナ ユービーアイソフト

ロード オブ ザ フォールン ユービーアイソフト

ザ クルー ユービーアイソフト

バリアント ハート　ザ グレイト ウォー ユービーアイソフト

トライアルズ フュージョン ユービーアイソフト

チャイルド オブ ライト　 ユービーアイソフト

ジャストダンス2020 ユービーアイソフト

スポーツパーティ ユービーアイソフト

レジェンダリーフィッシング ユービーアイソフト

レイマン レジェンド ユービーアイソフト

モノポリー ユービーアイソフト

クラウドベリー キングダム ユービーアイソフト

スプリンターセル　ブラックリスト ユービーアイソフト

スナイパー エリートV2 ユービーアイソフト

ラビッツランド ユービーアイソフト

スポーツコネクション ユービーアイソフト



ZombiU ユービーアイソフト

ローラーチャンピオンズ ユービーアイソフト

レインボーシックス クアランティン ユービーアイソフト

アノ1800 ユービーアイソフト

マイト&マジック X レガシー ユービーアイソフト

ロックスミス2014 ユービーアイソフト

フラッシュバック ユービーアイソフト

エア コンフリクト　ベトナム ユービーアイソフト

コールオブファレス：ガンスリンガー ユービーアイソフト

リズン2　ダークウォーター ユービーアイソフト

Far Cry3 ユービーアイソフト

Far Cry3 Blood Dragon ユービーアイソフト

ゴーストリコン フューチャーソルジャー ユービーアイソフト

トライアルズ　エボリューション ユービーアイソフト

Tom Clancy's Ghost Recon ユービーアイソフト

Tom Clancy's End War ユービーアイソフト

Prince of Persia ユービーアイソフト

IL-2 STURMOVIK: CLIFFS OF DOVER ユービーアイソフト

From Dust ユービーアイソフト

Tom Clancy's Rainbow Six: Lockdown ユービーアイソフト

Tom Clancy's H.A.W.X. 2 ユービーアイソフト

レイマン　オリジン ユービーアイソフト

Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific Gold Edition ユービーアイソフト

Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas ユービーアイソフト

Far Cry ユービーアイソフト

Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2 ユービーアイソフト

Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory ユービーアイソフト

Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent ユービーアイソフト

Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction ユービーアイソフト

Silent Hunter 3 ユービーアイソフト

Far Cry 2 ユービーアイソフト

Driver: San Francisco ユービーアイソフト



Cold Fear ユービーアイソフト

Brothers In Arms: Hell's Highway ユービーアイソフト

Brothers in Arms: Road to Hill 30 ユービーアイソフト

Blazing Angels 2: Secret Missions ユービーアイソフト

Blazing Angels: Squadrons of WWII ユービーアイソフト

Driver: Parallel Lines ユービーアイソフト

Beyond Good and Evil ユービーアイソフト

R.U.S.E. ユービーアイソフト

レインボーシックス　ロックダウン ユービーアイソフト

スプリンターセル　カオスセオリー ユービーアイソフト

スプリンターセル　パンドラトゥモロー ユービーアイソフト

レインボーシックス３ アテナソード ユービーアイソフト

レインボーシックス３ レイブンシールド ユービーアイソフト

スプリンターセル ユービーアイソフト

ゴーストリコン　アイランドサンダー ユービーアイソフト

レインボーシックス　コンプリートエディション ユービーアイソフト

レインボーシックス　ローグスピア　コンプリートエディション ユービーアイソフト

ゴーストリコン　デザートシージ ユービーアイソフト

レインボーシックス　ローグスピア　ブラックソーン ユービーアイソフト

ゴーストリコン ユービーアイソフト

にゃんこ大戦争 ポノス株式会社

アメリカン･フュージティブ Teyon Japan合同会社

ヒューマン フォール フラット Teyon Japan合同会社

ムーンライター Teyon Japan合同会社

ボンバークルー Teyon Japan合同会社

スモークアンドサクリファイス Teyon Japan合同会社

エックスモーフ：ディフェンス Teyon Japan合同会社

ザ フレイム イン ザ フラッド Teyon Japan合同会社

シリアルクリーナー Teyon Japan合同会社

ザ・ウェイ 〜トワの誓い〜 Teyon Japan合同会社

マニュアル・サミュエル 〜死神との約束〜 Teyon Japan合同会社

ピクセルアクションヒーローズ Teyon Japan合同会社



タロミア Teyon Japan合同会社

ブラステムバニーズ Teyon Japan合同会社

オーシャンランナー Teyon Japan合同会社

リーグ オブ ヒーローズ Teyon Japan合同会社

バードマニア３D Teyon Japan合同会社

バードマニア３D ウィンター Teyon Japan合同会社

スピー ドＸ３Ｄ ハイパーエディション Teyon Japan合同会社

スピードX３D Teyon Japan合同会社

アウトドアズ ・ アンリーシュド アフリカ３D Teyon Japan合同会社

ピック・ア・ジュエル Teyon Japan合同会社

ハネカエリーノ Teyon Japan合同会社

クレイジーカンガルー Teyon Japan合同会社

モンスターシューター Teyon Japan合同会社

スーパーリトルリス３D Teyon Japan合同会社

ポニーペット3D Teyon Japan合同会社

ペンギンペット３D Teyon Japan合同会社

きょうりゅうペット３D Teyon Japan合同会社

ロボットレスキュー３D Teyon Japan合同会社

ガバーナー オブ ポーカー Teyon Japan合同会社

小悪魔ココトの宇宙人くずし Teyon Japan合同会社

ドロップゾーン アンダーファイヤ Teyon Japan合同会社

ブルーキッド 2 Teyon Japan合同会社

 ミニゴルフリゾート Teyon Japan合同会社

ピックス３D Teyon Japan合同会社

ちっちゃなげ～む Vol.1 ナイトとドラゴンのヒマつぶし Teyon Japan合同会社

Castle Clout 3D 攻城戦線 キャッスルクラウト Teyon Japan合同会社

9 in 1 アーケードコレクション Teyon Japan合同会社

クレイジーチキン パイレーツ3D Teyon Japan合同会社

クレイジーチキン ディレクターズカット３D Teyon Japan合同会社

バルダーダッシュ®-XL™3D Teyon Japan合同会社

カラフリラックス 色彩合わせ Teyon Japan合同会社

キューブライフ：アイランドサバイバル Teyon Japan合同会社



キューブライフ：ピクセルアクションヒーローズ Teyon Japan合同会社

バードマニアパーティ Teyon Japan合同会社

ゾンビディフェンス Teyon Japan合同会社

エレメンタルナイツR 株式会社ウインライト

ジャンナビ 株式会社ウインライト

Spellbreak 株式会社Proletariat
M-Noah(エムノア) 株式会社サイバード

脱出ゲーム　DOOORS 合資会社オダコー（58works）
脱出ゲーム　DOOORS 2 合資会社オダコー（58works）
脱出ゲーム 　DOOORS 3 合資会社オダコー（58works）
脱出ゲーム 　DOOORS 4 合資会社オダコー（58works）
脱出ゲーム 　DOOORS 5 合資会社オダコー（58works）
脱出ゲーム DOOORS APEX 合資会社オダコー（58works）
脱出ゲーム DOOORS ZERO 合資会社オダコー（58works）
脱出ゲーム Cave Cafe Escape 合資会社オダコー（58works）
脱出ゲーム MJ ROOM 合資会社オダコー（58works）
脱出ゲーム KALAQULI R 合資会社オダコー（58works）
脱出ゲーム Ruins 合資会社オダコー（58works）
脱出ゲーム GAROU 合資会社オダコー（58works）
脱出ゲーム ON-SEN 合資会社オダコー（58works）
脱出ゲーム ES04R 合資会社オダコー（58works）
脱出ゲーム　Lost DOOORS 合資会社オダコー（58works）
超音速踏み台昇降 合資会社オダコー（58works）
cube90 合資会社オダコー（58works）
EGG in ONE 合資会社オダコー（58works）
DaiPyooon 合資会社オダコー（58works）
にゃにゃにゃにゃにゃ〜にゃ！ 合資会社オダコー（58works）
ろんばく！ 合資会社オダコー（58works）
アブナイ少女 - Hazard Girl - 合資会社オダコー（58works）
くじらにのったサンタさん 合資会社オダコー（58works）
加速度センサー Visual 合資会社オダコー（58works）
だんごむしさがし 合資会社オダコー（58works）



Blooocks 合資会社オダコー（58works）
HENMEN 合資会社オダコー（58works）
リンク絵de懸賞 株式会社オーテ

ジグソーde懸賞 株式会社オーテ

ぬり絵de懸賞 株式会社オーテ

ロジックde懸賞 株式会社オーテ

クロスワードde懸賞 株式会社オーテ

超難問ナンプレ 株式会社オーテ

三国志タクティクスデルタ2 ITO SOLUTION 
境界之詩2 ITO SOLUTION 
サクラ革命 ～華咲く乙女たち～ 株式会社セガ

The chaser アルティメディア（ULTIMEDIA Inc.）
黒騎士と白の魔王 株式会社マイネット

戦乱のサムライキングダム 株式会社マイネット

神式一閃 カムライトライブ 株式会社マイネット

黒い砂漠 株式会社PearlAbyss JP
黒い砂漠 MOBILE 株式会社PearlAbyss JP
絶体絶命都市4Plus -Summer Memories- 株式会社グランゼーラ

ETERNAL アソビモ株式会社

オルクスオンライン アソビモ株式会社

トーラムオンライン アソビモ株式会社

アヴァベルオンライン アソビモ株式会社

イルーナ戦記オンライン アソビモ株式会社

アルケミアストーリー アソビモ株式会社

アヴァベル　ルピナス アソビモ株式会社

イザナギオンライン アソビモ株式会社

ぷちっとくろにくるオンライン アソビモ株式会社

エリシアオンライン アソビモ株式会社

セレスアルカオンライン アソビモ株式会社

ステラセプトオンライン アソビモ株式会社

ラクガキ キングダム 株式会社タイトー

IDOLY PRIDE 株式会社QualiArts



白猫GOLF 株式会社コロプラ 


