
ボードゲーム

世界のゲーム
遊びたいねん

Kita Cafe

A4

名前は聞いたことはあるけどやったことない。テレビゲー

ムでやったことあるけど実物で遊んだことはない。そんな

ボードゲームを一気に集めてみました！一期一会のボー

ドゲーム体験をお楽しみください。

粘土しりとり

しりこね

粘土でしりとり？？みんなでしりとり樹形図をつくろう～！

最近ねんどいつ触った？みんなでコネコネしながらしり

とりしようぜ！

しりこねしりねりA3

コスプレ

ときこす実行委員会

S.X.Gにコスプレイヤーが登場！今話題のゲームから懐か

しのゲームのキャラまで、会場を華やかに盛り上げます。

そんな我ら「ときこすゲーム隊」を見つけてみてくださいね。

ときこすゲーム隊

検温所

S.X.G実行委員会

君もS.X.Gの仲間になって商店街でゲームをプレイしてみ

ないか？ゲームをプレイするには、検温済みを表すリスト

バンドが必要だ、会場内に複数箇所あるので場所を確認

しておこう。消毒は各ブースにて！

ゲームを始める前に
検温と消毒をしよう！

A2

A1

ボードゲーム

さぬきファミリーゲーム俱楽部

ボードゲーム普及活動中の市民団体「さぬきファミリー

ゲーム倶楽部」が本気で作った丸亀城を舞台にしたボー

ドゲーム展示＆活動報告。令和4年度丸亀市との協働事

業により製品化。小学校低学年からでも遊べます。

SFGC活動展示会A5

12:00 - 15:00

●うどん棒

や台ずし●

スーパーホテル●

ココカラファイン●
●

田町クラウズ

●CREPE DE GIRAFE

●麺処 綿谷

●王将

●まるゲ

オリーブホール●

●しんぺいうどん

ゲストハウス
燈屋

4町パティオ
ポリ裏広場 交番 本部

●はなまるうどん

●春風堂

ソレイユ●

A6

A7
A1

A8

A12 - A18

A11

※雨天時には
　つりぼりは
　こちらで開催 A9

A10

N

注意事項

無料でご参加いただけます。

開催時間

10:00-16:00
ブースにより開始時間と終了時間が異なる場合

がございます。ご確認の上、ご参加ください。

必ず検温所で検温を受け、リストバンドを手首

に巻いて、各ブースにて提示してください。

当日の状況により、内容や配置が変更になる

場合がございます。

会場にトイレはございません、公共施設等で

お済ませください。

一部、予約者のみ、先着順となるブースが

ございます、予めご了承お願いいたします。

A3 - A5

Tamachi / Analog
田町商店街／アナログゲーム
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ミニチュアゲーム

ウォーハンマー・
ペイント体験A14

イギリス発のミニチュアゲーム「ウォーハンマー」を体験し

てみませんか？最大の特徴は自分でミニチュアに色を塗

ること。高性能かつ安全なシタデルカラーで初心者・お子

様でも簡単にできます。

Lotus boardgames

スポーツゲーム

高松モルッククラブ

巷で話題のモルックを体験してみませんか？子供から大

人まで平等に楽しめるシンプルなルールの中に駆け引き

あり！ドラマあり！ボウリングとダーツを掛け合わせたよう

なフィンランド発祥のスポーツです。

ボードゲーム

Lotus boardgames製作の
ゲームの販売と体験会

STUDIO U×F

A16

創作ボードゲームの４作品「１マス先は闇」「ゴモクタイ

ル」「リバーサル」「うどんどう！」の試遊体験、販売を行い

ます！

ボードゲーム

STUDIO U×F製作の
ゲームの販売と体験会A17

創作ボードゲーム「トレンド・ザ・ブランチ」や「大熊山」
などの試遊、販売をします。

ドワル

人形伝言ゲーム！「ふざけてよし、まじめにやってよし！」の

あなたの想像力、演技力が試される!　さぁ！遊んでみま

せんか！？

テーブルゲーム

ドーワールA15

ウォーハンマー

麻雀

雀のお宿

いつもの麻雀とは違った一対一のスピードバトル！戦略は
自分次第！！！

17歩体験A12

モルックA18

謎ときスペクタクル

煩悩からの脱出 2021 - 
Bong No.108

謎ときスナックトルゑ

オンライン抽選による予約者限定

A6

時 は2021年12月31日23時00分、ゲストハウス

燈屋にてたった1時間だけ行われた伝説的な

脱出ゲーム「煩悩からの脱出」がS.X.Gでパワー

アップして復活！！

香川ポーカー倶楽部

トランプゲーム

テキサスホールデム
ポーカートーナメント

12:30 - 14:30

10:30 - 12:00 / 13:30 - 15:00

A8

世界で人気のトランプゲーム、ポーカーを一緒に遊んでみ

ませんか？覚えるのは一瞬、極めるのは一生！

ダンデリオンLARP

ここはダンデリオン王国のトキワの街。 今日は七夕祭りの

準備でみんなが大忙し！ あなた達冒険者の助けが必要な

ようです。早速駐在所の隊長からスタンプカードを受け

取って、クエストボードのお願いを叶えに行こう！

LARPゲーム

A11

チームひとしゅが

依存症クイズとアルコールパッチテスト。参加賞はネット

トラブル注意トイレットペーパー。楽しく知ろう「依存症」。

お気軽に参加してください！

依存症クイズ

空と海とボクのココロA10※開始時間の15分前に、交番前の総合受付にお集

まりください、開始時間の5分前になりましたら、

会場まで徒歩でご案内いたします。遅れますとご参

加いただけない場合がございます、予めご了承お願

いいたします。

※魚はなくなり次第終了です。

株式会社高松東魚市場全面協力のもと、捕まえた

魚をその場で絞め、ビニール袋に氷を入れてお渡

しいたします。

おいでまい！
あの森のつりぼり

魚すくい

A7

14:00 - 15:30

12:30 - 16:00

13:00 - 16:00

13:30 - 14:30

昨年のSanuki X Gameで、商店街を熱狂させた

大人気企画が今年もやってくる！！あの森のつり

ぼりが商店街に出現！ゲームの世界が現実に！

魚をすくって、例のポーズでハイ、チーズ！捕まえ

た魚はお持ち帰り可能（希望者のみ）。

S.X.G実行委員会

網が一人で持てる
小学6年生以下の子ども限定

ゲリラサインライブ

esportsトーク&サイン会A9

うめ先生

esportsマンガ『東京トイボクシーズ』、ゲーム業界お仕事マンガ

『東京トイボックス』のうめ先生ゲリラサインライブ！esportsのことか

らマンガ家のなり方まで、どんなこともざっくばらんにお話できます！

なっと～く

変な発想大歓迎！話し合い型カードゲーム なっと～く。

販売もしてるよ！

新感覚のプレゼンテーションゲーム

なっと～くA13

【街歩き×LARP】叶えて！
みんなのお願い



対戦ゲーム、VRゲーム、
VRChatワールドなど

香川大学米谷研究室

高松商業科学部活動展示

Nintendo Switch、PCゲーム

あなたもスタンドを操作できる。

D2 スタンド操縦訓練システム

対戦ゲーム、VR

某社社内ゲーム製作同好会

ゲーム作り初心者達が趣味で作ったゲームを展示しま

す。映画「Tron」風の対戦ゲームや、魔法を使ったVRゲー

ムや、去年のSanuki X Gameを勝手に再現したVRChat

ワールドなど。（鋭意製作中！）

D6

格闘ゲーム、他

高松商業高校

高松商業高校科学部IT部門の制作作品・活動の展示を

します。二年前から始まった高松商業科学部のIT部門、

短い歴史ではありますが受賞作品やゲームなどもあり

ます。

D1

ウラクラスタ

ココロを支えるVR
メンテナンスから治療まで

対戦格闘ゲーム

4人でわいわい遊べる対戦格闘ゲームです。

D4 エクストライヴァル

VR

株式会社BiPSEE

私たちはうつ病向けのVR治療コンテンツを開発して

おり、ブースでは今回限定VRコンテンツを体験可能です！

ココロを支えるVRが気になる方はぜひ体験にお越しく

ださい。

D3

弾丸 DANGAAAAN

多人数プレイ対応アクションシューティングゲーム

GoToSeven（ゴートゥセブン）

迫りくる敵をたおして拠点を守ろう！

D5

Goonect/あひるあふれる！

レクリエーションゲーム

株式会社バンダイナムコスタジオ

バンダイナムコスタジオ新人研修作品展。2人のプレイ

ヤ ー が 手 を つ な い で 進 む 協 力 ア ク ション ゲ ー ム

「Goonect」あたふたあわあわバランスゲーム「あひるあ

ふれる！」友達や家族を誘って遊びに来てください。

D9

メタバース体験会

メタバース

monoAI technology株式会社

monoAI technologyの出展ブースでは、独自の大規模通

信技術を応用して、同時に多数の接続ができるメタバース

プラットフォーム「XR CLOUD」を体験することができま

す。ぜひお気軽にお立ちよりください！

D7

相談会

株式会社ジーン

大阪・香川に開発室を持つゲーム制作会社から現役クリ

エイター陣が、来場学生様の持ち込み作品へアドバイスを

行います。ゲーム・イラスト・企画書etc...作品制作に関し

てご相談がある方はお気軽にお越しください。

常磐商店街エリア／デジタルゲームブース

株式会社ジーン
作品アドバイスD8

●ねこカフェ肉灸●多田酒店

かじ笑店●

●ときわ食堂トキワ一丁目BRIC

D1 - D21F

D3 - D92F

D10 - D23/D25-D27

A1D24

N

Tokiwa / Digital
常磐商店街／デジタルゲーム

常 磐 町 商 店 街◀ ポ リ 前 瓦 町 駅 ▶



敵が妨害を仕掛ける!? ブロック崩しゲーム

2Dブロック崩し

BreakOut!?
~for S.X.G~D12

marbas

二種類のオリジナルインディーゲームを展示します！

デジタルゲーム

Runding＆
とある夜の深くにてD17

劇団カレーライス

誰でもカンタン！ウチュージン対戦ゲーム『ウチュメガ

ファイト』など、「PICO-8」開発のピクセルゲームで遊ぼ

う！ スーパーヒーロー「ジャパン仮面」に会えるかも？

格闘ゲーム、他2D横スクロール

IQ200

メタモルスライムの状態を変化させながら、ぼよ～んと

跳ねてゴールを目指そう！君は何秒でクリアできるかな？

ぼよ～んと跳ねて、
メタモルスライムD11

3Dゲーム

キャラクターが萌えをめぐって戦います。健全です。

D18

アクションゲーム

操作は一つ、ジャンプのみ！走るカメ吉くんをジャンプ

させて、アイテムをよけたり、取ったりしよう！どれだ

けポイントを稼げるかな？

D13 走れ！カメ吉くん
~S.X.G ver.~

2D縦スクロール
地球の裏側まで落ちていきながら、敵を倒すゲー

ム。裏側までたどり着けるかな？

D19 FreeFall

( ˘ω˘ )ｼｭｯﾃﾝﾁｭｳｼ...

無双アクションゲーム

簡単操作で爽快無双アクション！剣モードと銃モード

を切り替えて敵を倒しまくれ！

D15 KNOCKDOWNKILL

AR

3町商店街に魚群が出現し、海の中にいるように感じて

もらうARアプリです。魚は360度散らばるように泳いで

いるので360度見渡してください。

D21 School of fish AR

無双アクションゲーム

人間の敵かモンスターの敵のどちらか種族を仲間に

し、協力して敵対した種族村にいるの敵を全滅し、出

現したボスを倒していくゲームです。

D26 Monster or Human

スタイリッシュアクションゲーム

ハンターを操作して洞窟の奥にあるお宝をGETせ

よ！迫りくる敵は弓を使って切り開け！ハンターはワイ

ヤーを飛ばして移動することができます。

D14 Treasure Hunter

ゾンビやボスを倒し脱出地点を目指すゲーム。

D25 GUN SURVIVAL

esports＋α

S.X.G実行委員会

Minecraftでプログラミング！？1680万色に光るゲーミン

グPC！？体験したことのないesportsを体験してみよう！

色んなタイトルを体験できるチャンス！

準落ちものパズルアクション

百花繚乱研究所

目標の数字に足し合わせて一掃だ！登場するオリジナ

ルキャラも見ていってね♪

D10 ±ナンバーテールズ

ストーリー付き無双ゲーム

ストーリーは、途中のお話をゲームにしています。主人公は

悪者のように見えていい人です。人間と魔族のハーフのよ

うな感じです。魔族が悪者という部分を覆した作品です。

D20 Peace Forever 
～平和よ永遠に～

2D協力アクションゲーム

攻 略のカギは2人の連 携！勝 機を溢すな！つかみ

取れ！

D27 ANALYZE BREAK
(Analyze Project)

ACT (Azami Creaters Team)

5分程度で遊ぶことのできるミニゲーム（カードゲーム、

シューティング、爆弾解除、リズムゲームなど）を展示

します｡

ミニゲーム

犯罪者隔離世界D16

専門学校穴吹デザインカレッジ作品

香川高専（詫間）学生作品

RPG

ねこどらソフト

戦闘が面白いRPGを目指して制作しました。今回は

NintendoSwitch版『５つのネイト+』の試 遊 ができ

ます。

コマンドくるくるＲＰＧ
「５つのネイト」D22

FPS

PICO-8 ／
ウチュメガファイト 遊び場D23

esportsを体験しよう！D24

瓦 町 駅 ▶



ARゲーム

AR妖怪百鬼夜行’22AR

第 一 回Sanuki X Gameで人 気 を博したAR妖 怪 百 鬼

夜行。2022年版では、新たな妖怪たちを迎え入れ、今年も

妖怪たちが商店街を練り歩く。

ゲーム依存症の処方箋
私たちが“起動する”ミライへ

SNSに投稿して、Sanuki X Gameを盛り上げよう！

KE

SNS

香川県のゲーム依存症治療の第一人者である海野医師

とゲーム業界の有識者たちとの対談会。ゲーム依存症の

今を紐解きます（先着順）。

濱川学院4F大講義室
〒7600054 香川県高松市 常磐町1丁目 4-9 丸新ビル

香川県のゲーム依存症治療の
第一人者。

HCI/VR分 野 の 研 究 に 従 事、
専門はゲームデザイン。

esportsを題材とした『東京トイ
ボクシーズ』などを連載中。

ARアプリをスマートフォンにインストールして妖怪たちを捕まえよう！

本アプリの利用料は無料ですが、インストールやご利用時

にかかるパケット通信料はご利用者さまのご負担となり

ます。南部3町商店街では、無料公衆無線LANサービス「かが

わWi-Fi」をご利用いただけます（SSID: KAGAWA-WiFi）。

詳細はこちら⇒https://www.my-kagawa.jp/wifi

・ 37 . 5度以上の発熱がある方、濃厚接触者等は参加をお断りしております。

・ 検温所で検温を受けた方は、37 . 5度以下の場合に、参加証となるリストバンドお渡ししますので、手首に巻いてください。

・ 熱中症等の対策が必要な場合（汗を拭く、水分摂取等）を除き、マスク着用のご協力お願いしております。

・ 各ブースでは、アルコール消毒にご協力ください（アルコールアレルギーをお持ちの方はご相談ください。接触箇所をアルコール消毒さ

せていただきます。）

・ 感染防止対策や安全対策に際しまして、スタッフの指示にご協力ください。また、商店街・会場・会場間の路上では、他の来場者や

通行人の妨げとなる行為（走る、横に並ぶ、路上に座り込む、スマートフォンを覗き込んだままの継続的な歩行など）はご遠慮ください。

新型コロナウィルス感染症防止対策・安全対策実施中

登壇者一覧

公式ハッシュタグtwitterInstagram

showxguys #P l ayM i r a i
#Sanuk iXGame

@ShowXGuys

講演会

開場10:00 / 10:30 - 12:30

会場へのアクセス

海野 順

医師

𥱋瀨 洋平

研究者/ゲームデザイナー

うめ先生

マンガ家

株式会社高松南部3町商店街プロジェクト　　専門学校穴吹デザインカレッジ　　香川大学創造工学部 米谷研究室

https://showxguys.org S.X.G実行委員会

ビットコミュニケーションズ
株式会社

星野企画室




