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EVENT GUIDE

参加サークルの情報がわかる！探せる！
スマホで便利な「Web カタログ」はこちら ➡

詳しい使い方は裏表紙へ



⿓⿓ デジゲー博2019⿓開催概要

イベント内容..........機種を問わない同人・インディゲーム
および、それらの制作を支援するソフト、
同人誌、サービスの展示・即売会

開催日時.................2019 年 11月 17日.㊐
11:00 ～ 16:00

会場.........................秋葉原UDX（東京都千代田区）.２階
イベントスペースAKIBA_SQUARE
同・4階　UDXギャラリー
（東京都千代田区外神田4-14-1.2F/4F）

主催.........................デジゲー博準備会
協賛.........................株式会社アクティブゲーミングメディア

株式会社インティ・クリエイツ
株式会社KADOKAWA
Game.Server.Services 株式会社
株式会社TA
株式会社モリサワ
ほか、多くの広告協賛をいただいております

⿓⿓ 入場方法
入場するには、入場証（リストバンド）の購入が必要です。リ
ストバンドを腕に付けた状態で入場時にスタッフへはっきりと
ご提示ください。
小学生未満の未就学児童については、入場証（リストバンド）
の購入は必要ありません。詳しくは「お子様の来場について」
の項をご一読ください。
開会前に入場するための待機列を形成する場合がございます。
必ずスタッフの指示に従ってください。

⿓⿓ Webカタログについて
今年は紙のカタログは簡易ガイドのみとし、サークルカットは
「Webカタログ」として閲覧できるようにしました。Webカタ
ログではサークルカットに加え、各サークルのプロフィール・
アピール文が閲覧できます。ぜひお試しください。
本ガイドの最後にアクセス用のQRコードと、簡単な使い方ガ
イドを掲載しています。
※会場にWi-Fi スポットはありません。お手持ちの LTE回線な
どでアクセスください。

⿓⿓ 会場付近の徹夜および早朝来場について
徹夜・早朝来場は、固くお断りします。また会場周辺で早朝か
ら騒いだり、たむろしたりなどの行為やゴミを散らかすなどの
迷惑行為を行わないでください。

⿓⿓ 会場周辺の喫煙・トイレ・ATMなど
•.ビル内は全館禁煙及び会場内での火気使用は禁止です。喫煙は、
4F喫煙スペースをご利用ください。（催事以外のお客様も利用
されますので、マナーよくご利用ください）
•.会場外周辺は千代田区の路上喫煙禁止区域です。屋外での路上
喫煙はできません。
•.開会前のトイレは、UDX ビル内のトイレ、周辺の利用可能
な公共トイレ等をご利用ください。開場後は、２階.AKIBA.
SQUAREではホール内のトイレがご利用可能です。４階.UDX.
GALLERYについては、会場外にある同フロアのトイレをご利
用ください。
•.会場内にATMはございません。会場周辺の銀行・コンビニエ
ンスストアなどをご利用ください。

⿓⿓ 飲食について
会場内の飲食は原則禁止です。会場隣の飲食店街などをご利用
ください。.水分補給をする場合は、周囲の往来の妨害にならな
いように通路の端や会場外で取るようにしてください。

⿓⿓ 駐車場、駐輪場について
来場者の為の駐車場・駐輪場の確保は行っておりません。来場
には電車・バスなどの公共機関をご利用ください。

⿓⿓ コスプレについて
一般参加者のコスプレは禁止です。公共機関の制服などを着用
しての来場は職務中の場合を除きお断りしています。顔が認識
できない被り物や、往来の危険となるものについても外して来

場してください。

⿓⿓ イベント開催中の諸注意
•.会場内が混雑する場合は、必ず周辺のスタッフの指示に従い安
全な通行をお願いいたします。
•.スマートフォンの画面、本ガイドを見ながらの通行、イヤホン
等をつけたままの往来なども控えるようにご協力をお願いいた
します。Webカタログの閲覧も安全な場所に立ち止まっておこ
なってください。
•.防災設備や非常用通路の確保のため、会場内通路（特に非常口
や消火栓の前）には物を置いたり座り込んだりしないようにお
願いいたします。
•.危険物、法令に抵触する物、ならびにスタッフが危険と判断し
た物を会場内へ持ち込むことはできません。
•.各自の荷物は各自で管理してください。紛失・盗難などに際し
ては、準備会は一切の責任を負いません。
•.ケガをした場合や、気分が悪くなった方はお近くのスタッフに
お声かけください。
•.会場内の落とし物 /忘れ物は、準備会本部へご連絡ください。
会場外の落とし物 / 忘れ物については、UDX１Fの交番（警
察）にご連絡ください。
•.何か困った場合、近くのスタッフまたは準備会本部までお問い
合わせください。

⿓⿓ ゴミお持ち帰りのお願い
ゴミは必ずお持ち帰り頂くようお願いします。会場周辺のお店
などにゴミを捨てるなどの迷惑行為も行わないでください。

⿓⿓ 会場内の録音、撮影、動画配信について
•.会場内の録音・撮影は原則禁止としておりますが、サークルス
ペース内に限りサークル及び対象者の許可を得た場合は撮影・
録音は可能です。
•.撮影 / 録音物をWEBサイト・ブログなどに使用する場合、個
人情報の保護とトラブル防止のため、許可を得た対象者以外の
方にはモザイクなどの処理を必ず行ってください。
•.また、会場内及び周辺でのストリーミング動画配信については
全面禁止です。
•.準備会発行の取材者腕章を着用した取材者が参加者にお尋ねの
場合も、掲載メディアや主旨などをご確認の上で取材をお受け
ください。万が一トラブルが発生した場合、原則参加者と取材
者間で解決してください。ただし、悪質な場合は準備会までお
知らせください。

⿓⿓ 参加者に取材を行いたい場合
ご希望の方は、事前に準備会までお問い合わせください。

⿓⿓ お子様の来場について
•.開催中の場内は、混雑する場合があり大変危険です。未就学児
童の来場は、安全のため原則ご遠慮ください。やむを得ず来場
させる場合は、保護者の責任で来場させてください。
※小学生以上でも連絡先などを記載した迷子札などを持たせる
ようご配慮願います。

•.安全管理上、ベビーカーでの来場は固くお断りします。

開催概要・アクセス／フロア間移動について

⿓⿓ 会場へのアクセス

⿓⿓ 各フロア周辺図・2F↔４F間の移動について

電車でのアクセス
•.JR 秋葉原駅　電気街口より徒歩2分
•.東京メトロ銀座線末広町駅　1･3番出口より徒歩3分
•.東京メトロ日比谷線秋葉原駅　2･3番出口より徒歩4分
•.つくばエクスプレス秋葉原駅　A1出口より徒歩3分

２F↔４F間移動はJR秋葉原駅寄りにある４Ｆ直通エスカレーター、または、レストラン街アキバ・イチ内にある「ショッ
プエレベーター」のいずれかをご利用ください。JR秋葉原駅寄りの「パーキングエレベーター」は４階には行きません。

ビックカメラ

オフィスロビー

パーキングエレベーター
（BF～２Fまで、４Fには行けません）

ショップエレベーター
（２F～４F間移動可能）

ショップエレベーター
（２F～４F間移動可能）

UDX GALLERY
NEXT

（他イベント）

UDX GALLERY
NEXT

（他イベント）

店舗店舗

店舗店舗

秋葉原電気街方面
エスカレーター

至
秋葉原駅
電気街口

デジゲー博２０１9
2F 会場　AKIBA_SQUARE

デジゲー博２０１9
2F 会場　AKIBA_SQUARE

デジゲー博２０１9
4F 会場　UDX ギャラリー

デジゲー博２０１9
4F 会場　UDX ギャラリー

４F

2F
※UDXギャラリー Webサイトの資料をもとに制作しました

一般参加案内・ご注意事項



⿓⿓ サークル配置図⿓2F⿓AKIBA_SQUARE会場
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⿓⿓ 配置図の見方・ご注意
•.机一つごとに一つの番号が割り振られて
おり、半分ずつ「a」「b」と記号を付け
て表記します。
•.通路側からサークルスペースに向かって
左半分が「a」、右半分が「b」です。（下
図参照 )
•.２スペースで申し込まれたサークルは
「**ab」と表記されます。
•.出入口の場所などは、状況により変更さ
れることがあります。

ba

通路

←机

⿓⿓ 2F⿓サークルリスト

あ.ARLDELIC............................................B-09a
irondrill.................................................C-10b
ICON......................................................B-07a
IsolationBrigade................................E-21b
AIHISNA...............................................D-04a
AECRNIA..............................................E-01ab
赤兎ラボ................................................B-04b
Achamoth............................................C-11a
あきはらソフト.....................................E-22b
Akiragoya............................................D-01b
Aqua.Siren..........................................B-13a
AxiaBridge..........................................D-19b
Accord..................................................B-14b
AdaOnGames.....................................D-15b
アトリエ・ミミナ.................................C-01ab
アトリエ余暇.........................................E-11b
A→B.Struct.........................................B-15b
AloMarron...........................................B-23b
Anslot....................................................E-27a
石読工房................................................B-02b
いぬげ研究所.........................................D-08a
今は只思いを馳せる.............................C-02b
Image.Labo.........................................C-06b
ilili_world..............................................E-05a
INSIDE.SYSTEM................................F-07ab
Integrate.Project..............................D-07b
VR.SALON...........................................D-18b
ウォーターメイガス.............................D-07a
ウダサンコウボウ.................................A-09ab
A9機関...................................................C-17b
HSPプログラムコンテスト2019......D-23ab
mjnest...................................................C-10a
M3Soft..................................................E-07b
エンドレスシラフ.................................D-03b
オイシ研................................................D-11a
オートリ電子.........................................C-18a
overload.Games................................C-13a

お隣さん................................................E-14a
Onion.Games......................................A-07ab

か.かじのゆ................................................E-13a
神奈川電子技術研究所.........................E-28a
かにわーるど.........................................B-05b
株式会社アミューズワン.....................B-01a
株式会社ガンズターン.........................B-13b
株式会社賈船.........................................D-25a
株式会社TA有志...................................A-03ab
株式会社ヒストリア.............................C-19b
かぷりこーん.........................................C-13b
莞爾の草................................................B-11a
がんばらない.........................................E-07a
KeeSpring...........................................E-24b
ギミらぼ................................................B-14a
Q-Cumber.Factory............................E-26a
CUTICLE.NYAN.CO.........................E-20a
京大マイコンクラブ.............................D-14b
串寿司....................................................E-02a
クマスタ................................................D-22a
クマムシさん惑星.................................C-18b
クラウンギヤ.........................................E-16b
KURAGAME........................................B-15a
クラシック.ショコラ............................C-03a
Creative.Staff....................................D-18a
kuro.......................................................B-10a
CROKH.and.Co89............................F-04ab
CuroGames.........................................D-28a
XRoads.................................................C-15a
CAVYHOUSE.....................................B-08b
Game.for.IT.........................................C-17a
Game.Server.Services.株式会社...D-24ab
GAME-LABO.......................................C-04b
ケミカルプリン.....................................C-16b
小女子たべたい.....................................C-19a
こーひーあーる.....................................E-03a
古今処....................................................E-06a
Komitsu................................................C-02a
//commentout....................................E-12b

GORONIX.............................................B-03a
Columbus.............................................D-04b

さ.さいたまげーむす.................................A-06ab
サイバーパンくん.................................D-15a
SOUND.JOURNEY...........................C-07b
SAVATORA.........................................B-01b
GCC.......................................................E-17b
Cbeats..................................................E-06b
C-Lab....................................................E-16a
ジェッドムのハウス.............................B-10b
ジカセイテツ.........................................E-18a
四季GameStudio................................D-06a
JumpGun!.Project............................E-14b
シュガーステッキ.................................D-14a
常夜灯....................................................C-04a
しらかんばGAMES..............................D-09b
白うさぎの飼育小屋.............................B-04a
Xin.Games...........................................E-17a
STUDIO.HOOKSHOT.......................E-10ab
Strategey.............................................C-03b
SleepingMuseum...............................D-26b
SleepNel..............................................E-03b
Throw.the.warped.c..ode.out......E-05b
するめ工房.............................................D-09a
株式会社セガ・インタラクティブ......特-01
セルキー................................................B-06a
SOMMIT.GAMES................................E-24a

たターメリック..........................................C-11b
大雪戦....................................................D-01a
竹園工房................................................E-09a
W工房.....................................................D-13a
タロ三世商会.........................................D-16b
TeamOrigami......................................A-01ab
チームグリグリ.....................................B-17b
ちゆうどう.............................................C-12b
超OK......................................................F-10ab
ちょこがけハウス.................................E-12a
DSM.......................................................D-20b
DSPSE..................................................E-23ab

TPM.CO.SOFT.WORKS...................C-08a
day-to-day.management.................E-02b
daydreamoon.....................................D-16a
TXT.TXT..............................................B-16b
デジクリ................................................C-06a
でっかい肉じゃが.................................E-13b
TEMO....................................................B-22a
電核製鋼................................................D-10a
10xCrystals........................................B-11b
TORTOISE.GEAR.bit........................E-25b
Topolos................................................B-19b
株式会社DWARF.PLANET................A-11ab

な.NightScraper......................................E-22a
なまり終末病棟.....................................C-15b
29Games.............................................A-02ab
日本動物サッカー協会.........................F-06ab
new.game.style.................................B-17a
Nussoft.................................................E-28b
NEOタケトンボ....................................B-20a
NEXT-SOFT+.....................................B-02a
ねるらぼ................................................B-18b
Northern.Mind....................................D-02a
ノナプルナイン.....................................C-20ab
野良ペリカプロジェクト.....................E-15a

は.Harvest.Game.Farm........................B-18a
Personal.Works.................................E-18b
HypotheticalCat................................D-08b
hatalakk2............................................C-08b
ハチクマ................................................A-05ab
はらもちーず.........................................D-17a
PA.Games...........................................E-25a
Bee-soft...............................................D-25b
Beat.and.Kid......................................D-27b
Beaver.Development.......................C-14a
Began.It................................................C-16a
ピクセルラテ.........................................B-06b
ピコゲートワタクシ.............................D-03a
ひょっとこロテン.................................E-20b
FanCluster...........................................E-21a

ブイブイラボ.........................................F-11ab
FortyWorks.........................................E-11a
FORTONSPACE.................................C-05b
ForeStone............................................F-08ab
futurala.................................................E-19a
bluffmanGames.................................B-03b
Frankensteiner..................................D-12a
Prism++..............................................B-07b
BLUE&WHITE.....................................D-21b
古川GM倶楽部......................................B-24ab
PHTR-CNZ..........................................D-05b
Broken.Desk......................................E-04a
PROJECT.SINGULAR......................D-19a
フロシキラボ.........................................C-05a
平凡........................................................D-21a
べすとまん.............................................B-21b
ヘビサイドクリエイション..................B-08a
へりえるえ.............................................E-04b
hogeizm................................................E-08b
ほたらいず.............................................C-14b
ぼっち猫................................................E-19b
Horousamatolune.............................E-27b
ホロポケット.........................................C-07a
ホロボシプロジェクト.........................D-12b

ま.マジックアーケード.............................B-09b
魔女の脳................................................D-06b
MachineClad.......................................F-05ab
Max.Neet.Games..............................B-16a
マヤの小洒落た雑貨屋さん..................C-12a
丸ダイス................................................B-21a
みかんラビリンス.................................E-26b
水鳥コンビナート.................................D-13b
ミツボシクリエイターズ.....................B-22b
ミライノ制作所.....................................A-04ab
MusiiiiikGames...................................B-20b
無双型フルブレイクTPSゲーム「魔砲少女のメイガスフィア」、獅子奮迅のスタイリッシュ 3D
アクションゲーム「獣王武陣」の二大アクションゲーム展示！.OHBA堂とilluCalab.の合同サー
クルはコチラ！..................................................F-02ab
mumimumi............................................F-09ab

メイドさんを右に.ミ☆........................D-10b
Meim......................................................D-28b
めじろ推し.............................................D-17b
面蛸水産................................................B-12a
モイちゃんといっしょ.........................C-09a
MORNING.GLOW.S...........................E-08a
モスー....................................................C-09b

や.闇鍋専門店.............................................E-15b
ukn.........................................................B-19a
葉鉄のうさぎ.........................................D-26a
yoshihi-lab...........................................B-23a
夜は行く................................................D-27a

ら.LionAfroWorks...................................D-22b
リトルぼっくり.....................................F-03ab
reverse.snare....................................D-20a
龍獣楽団................................................B-05a
RirCreate.............................................A-10ab
room6...................................................F-01ab
るてんのお部屋.....................................A-08ab
ReoGames...........................................D-11b
LemoLab..............................................B-12b
RONIN.GAMES...................................D-05a
RomanesqueFreaks.........................D-02b

わ.Y.Y.Games...........................................E-09b
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⿓⿓ 4F⿓サークルリスト

あ.アクションゲームツクールMV...........Z-02
インティ・クリエイツ.........................Z-09
VRZ_Project.......................................X-12ab
うら干物................................................Y-01ab
SRS........................................................X-08ab
行うゼミ................................................X-04ab
OPTPiX................................................Z-03
面白法人カヤックVR分室.A-PxL......Z-04

か.株式会社グッド・フィール..................Y-15ab
株式会社モリサワ.................................X-01ab
神柄の雫.制作チーム............................X-11ab
CUBIC.STYLE....................................Y-14ab
求道庵....................................................X-03ab
グラッドフローゲームス.....................Y-02ab
欠華屋....................................................Z-05
GAMSTER............................................Y-09ab

さ.3rd.eye.制作委員会............................Y-10ab
360度スクリーンショットを普及させる会
................................................................Y-13ab
CSStudio.+.Create-GoodSong.....X-07ab
シティコネクション.............................X-13ab
(資)自転車創業......................................Y-11ab
新宿Unityもくもく会..........................Y-12ab
SOLDIER.STORAGE.........................Z-08

た.TANIDAグループ.................................Y-07ab
千葉工業大学文化会ソフトメディア研究会
................................................................Z-07
ですのや☆.............................................X-06ab

な.日本うんこ学会.....................................Z-10

は.Piecenote.Inc.....................................Y-08ab
PLAYISM..............................................Z-01
フレームシンセシス.............................Y-06ab
Project.ICKX......................................Z-06
Project.Rolling.Gunner...................Y-03ab
ProntiatVR..........................................X-05ab

ま.メビウス................................................Y-04ab

や.有限会社娯匠.........................................X-09ab

ら.Re:Arium..............................................X-02ab
領域ZERO.............................................X-10ab
Luftelli...................................................Y-05ab

※全てのサークル名は、申し込み時に記載さ
れたものをそのまま掲載しています。また、
リストの並び順も申し込み時に申告のあった
よみがなを元に掲載しています。
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サークル企画

⿓⿓ デジゲー博とは？
　「デジゲー博」は、有志ボランティア団体「デジゲー
博準備会」が主催する展示・即売会です。
　プラットフォーム不問のゲームの展示・頒布のイ
ベントとして 2013 年に第 1回イベントを開催し、
以降、毎年11月に「デジゲー博」を開催しています。

⿓⿓ デジゲー博の理念と尊重すること
1.. 全てのイベント参加者（一般・サークル・スタッ
フ）.が主体となり、おたがいを尊重し合うイベン
トであること。

2.. デジタルゲームであれば、プラットフォームを限
定せず参加出来るイベントであること。

3.. スマートフォン、VR、家庭用機、パソコン、自
作ハードなど広く受け入れる場であること。

4.. 原則、ゲームの内容・完成度の審査を行わず、ま
たイベントの参加条件にしないこと。（※）

5.. ゲーム開発団体だけでなく、ミドルウェア、ゲー
ムエンジンの開発団体・Web サービスの運営者
なども受け入れること。

6.. 毎年定期開催すること。

以上６つのことを基本理念として、活動しています。
※現在の会場では利用条件で成人向禁止を求められ
ているため、成人向け作品はご遠慮頂いています。

準備会広告

デジゲー博

スタッフ
募集中 !!

・次回、２０２０年開催に併せてのご案内となります

・スタッフ参加には義務教育を修了済みであることが必須です

・未成年の方は保護者の同意が必要になります

※デジゲー博準備会はボランティア有志で活動しています

デジゲー博

あなたの秘めたる才能が

デジゲー博を盛り上げる……かも!？

スタッフ経験不問 !!
まずはお問い合わせください



⿓⿓ Webカタログとは
デジゲー博では今年の開催から「Webカタログ」を開設してい
ます。これまでは紙カタログに白黒のサークルカットを掲載し
ていましたが、Webカタログ化によりフルカラーでの掲載が可
能になったほか、サークルの公開プロフィール／頒布情報、さ
らには各サークルのWeb サイトにもアクセス可能になり、よ
り素早くサークル情報を収集できるようになりました。
•.訪問先の管理や、あとからの調べ直しなどに便利な「お気に入
り機能」を搭載。お気に入り設定はエクスポート・インポート
機能で他の端末へ転送できます。
•.サークル名やハンドル名、それぞれのフリガナだけでなく、
ジャンルでも絞り込み可能な検索機能。
•.画像の遅延ロード・キャッシュ対応。また、基本的な動作は全
て端末上で完結し、サーバーへのアクセスは最低限しか発生し
ません。繰り返しのアクセスでも通信量がかさみにくくなって
います。
•.ログインやアカウント作成のいらないシンプルなインタフェー
ス。設定はブラウザ機能で端末に保存されます。すぐ使えて安
心です。

⿓⿓ Webカタログへのアクセス
•.ネットワークに接続された状態で、下記QRコードを読み取っ
てください。

•.QRコードが読み取れない場合は以下のURLよりアクセスいた
だけます。

https://bit.ly/cat-dg19

⿓⿓ プライバシー・セキュリティについて
•.Web カタログはサークル設定などのデータ読み込みを除き、外
部へのアクセスは行いません。また、外部サーバーへのデータ
保存・送信はしておりません。
•.各サークルの「Webサイト」リンク先の内容は準備会では関知
しておりません。各自の責任でアクセスしてください。

⿓⿓ 画面の説明

⿓⿓ 基本的な使用方法
•.【③サークルカット】をタッチするとサークルカットの拡大画
像、公開プロフィールなどを閲覧できます。サークルがWeb
サイトを登録しているとサークルページへのリンクも表示され
ます。
•.【④スペース番号】がそのサークルの配置です。配置図を参考に
サークルに向かいましょう。
•.【⑤お気に入りボタン】をタッチするとお気に入りに登録できま
す。検索機能でお気に入りにしたサークルだけを表示可能です。
•.【①検索メニュー開閉】をタッチすると【②検索メニュー】にア
クセスできます。上から、「ジャンル」「お気に入りサークル」
「サークル名・代表者ハンドル名」の入力欄です。それぞれ指定
をすると絞り込みが行われます。同時に指定すると全て満たす
サークルだけに絞られます。
•.詳しい操作については【①検索メニュー開閉】で見られる「操
作説明」の項目を選ぶとヘルプが開きますので、そちらをご覧
下さい。

「Web カタログ」をご利用ください！

①検索メニュー開閉①検索メニュー開閉

②検索メニュー②検索メニュー

③サークルカット③サークルカット

④スペース番号④スペース番号 ⑤お気に入りボタン⑤お気に入りボタン

デザイン. 江崎.望
イラスト. 悠飛あるふぁ
. （Lucky.Chance!）
協賛（五十音順）
株式会社アクティブゲーミングメディア
株式会社インティ・クリエイツ
株式会社KADOKAWA
Game.Server.Services 株式会社
株式会社TA
株式会社モリサワ

広告協賛（五十音順）
株式会社イザナギ.AKIBA-HOBBY
INSIDE.SYSTEM
Tsugi 合同会社

Some.material.are.designed.by.starline./.
Freepik.
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