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間もなくシリーズ最新作がお披露目となる『テイルズ オブ』シリーズと『.hack』シ
リーズ。バンダイナムコゲームスが誇る2大ロールプレイングゲーム(RPG)の開発
プロデューサーに、両シリーズの魅力や開発秘話について語っていただきました。

間もなくシリーズ最新作がお披露目となる『テイルズ オブ』シリーズと『.hack』シ
リーズ。バンダイナムコゲームスが誇る2大ロールプレイングゲーム(RPG)の開発
プロデューサーに、両シリーズの魅力や開発秘話について語っていただきました。

『.hack//G.U.』総合プロデューサー
Bプロダクション 第2チーム

『.hack』シリーズ

『.hack』シリーズの立ち上げから総合プロデューサーとして関わる。
大のラーメン好きで、ガイドブックを見ながら食べ歩きを楽しんでい
る。お気に入りは魚介とトンコツのダブルスープ。
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『テイルズ オブ』シリーズ総合プロデューサー
第6制作ユニットリーダー

『テイルズ オブ』シリーズ

『テイルズ オブ』シリーズの第１作目『テイルズ オブ ファンタ
ジア』から開発に携わる。プロ野球ペナントレース終盤に向け、
ソフトバンク ホークスの試合結果に一喜一憂する日々。

『.hack』シリーズ第一弾は、PS2『.hack//感染拡大
Vol.1』。現実世界にまで影響を及ぼすオンラインゲー
ム「The World」を舞台に、複雑に入り組んだ謎は全
4作という壮大なスケールで描かれた。また、アニメ
やコミックスなどでもメディア展開し、懐の深い世界
観でファンを魅了した。現在は、全4作を2作ずつ収
録した廉価版が発売されている。

TVアニメーション『.hack//ROOTS』は、ゲーム本編（『G.U.』）
以前の時間軸が描かれている。DVDは(株)バンダイビジュアルか
らリリース中！じっくりチェックして『G.U.』の世界を味わおう！

© .hack Conglomerate

『テイルズ オブ』シリーズでは、『エターニア』『ファンタジア』に
続き『テイルズ オブ シンフォニア』がアニメ化決定！ ロイドや
コレットたちがOVAでどのように描かれるのか、乞うご期待！
OVA「テイルズ オブ シンフォニア　THE ANIMATION」
2007年発売予定

かつて失った力を取り戻し、さらなる覚醒をとげるハセヲ。それに呼応する
かのごとく、物語は新たな局面へ！ 謎が謎を呼ぶ『.hack//G.U.』シリーズ
の第二章。自由度が高く、より派手に進化した戦闘システムは爽快の一言！

主人公・スタンは“物言う剣”「ディムロス」と出会い、運命的な旅に
誘われる！ PS版の発売から約9年、グラフィックや戦闘システムを
作りこみ、セリフやサブイベントも一新！ セルフカバーと言える新た
な『TOD』に注目！

ゲーム本編とも連動したカードゲーム。通常ルールの他
に、『Vol.2 君想フ声』からプレイ可能となるミニゲーム
「Crimson VS」のルールでも遊ぶことができるぞ！
価格：ブースターパック（1パック10枚入り）330円（税込）
発売元：(株)バンダイ

リオンに焦点を合わせて描かれる本編では
語られなかったエピソード。クールな表情
の下に隠されたリオンの心情とは･･･
PS2版『TOD』の予習に最適な1枚！
価格：3,990円（2枚組・税込）
品番 MACM-1092 
発売元：(株)フロンティアワークス

テイルズ オブ デスティニー
プルースト フォーゴットン クロニクル

© いのまたむつみ © NBGI
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マなので、こんなテイストでいきましょう」という話はして

いて、先生がたも「そうですね。今回はちょっと変えてみ

ましょう」と言ってくださるんですが、結局はいのまた節、

藤島節が出てくるんですね。でも、それはいいことだと

思ってるし、むしろ、そうじゃないといけないなとも思うん

ですよね。

内山 たしかに。じゃないと、誰に頼んでも同じになって

しまいますもんね。

吉積 『. hack』はアニメやコミックなど、他のメディアが

ゲームと同時進行していますけど、開発の際には、ゲー

ム独自のテーマやストーリーラインから考えていくんで

すか？

内山 そうですね。ゲームをよりおもしろく見せるため

に、アニメやコミックを利用して肉付けはしますが、やは

り、最初に決めたゲームのテーマが基本になります。誰

が何をして、何を獲得する物語なのかと。作っている間

に、細かいところで二転三転はしますけど（笑）。

吉積 それはウチも同じですから（笑）。『.hack』はネットゲ

ームをモチーフにしていますけど、開発者のネットゲーム体

験が直接盛り込まれていたりもするんでしょうか？

内山 それは大いにありますね。前のシリーズを作ると

きには、僕もいくつかネットゲームを体験してみました。そ

こで感じたのは、今のネットの世界って、流行のスピード

がますます加速してるってことだったんですよ。

吉積 たしかに、ワッと始まってスッと終わっちゃいます

もんね。

内山 顔文字ひとつとっても、流行り廃りが激しいじゃ

ないですか。そういうネットっぽいテイストは、実際にネッ

トゲームの中から拾ってきて、意識してゲームの中に組

み込むようにしています。

吉積 僕も、街なかで若い子たちのおもしろい言葉を

耳にすると、「コレ、絶対にゲームに使ってやろう」って思

いますよ。『テイルズ オブ』って、ファンタジーの世界を描

いているじゃないですか。だからこそ、そういう生の言

葉を敏感に取り入れていかないと、陳腐なものになって

しまうんですよね。

内山 『テイルズ オブ』のユーザーって、そういった、言

葉に特に敏感な世代ですもんね。さらに、自分と同じ年

頃のキャラがゲームの中で活躍するとなると、言葉によ

って同時代性も演出できますし。あと、キャラの造形も意

識しますよね。例えばメイドっぽいとかツンデレ系とか。

じつは、9月発売の『.hack//G.U. Vo l . 2』はツンデレ

祭りになってまして（笑）。そのあたりも、楽しんでいただ

ければと思ってます。

吉積 『.hack』の声優さんは、どうやって決めているん

ですか？

内山 声優さんとしての魅力はもちろんですが、アニメ

にも出てもらいたいとか、ラジオでパーソナリティをしても

らいたいとか、そういうバランスも考慮しながら選んでま

すね。とりわけ、『. hack』のユーザーは声優さんに対し

てすごく敏感なので、イベントなどで喜んでいただくため

にも、人気の高い人を選びたいなって思っているんです。

『テイルズ オブ』の場合は、どうしているんですか？

吉積 主役級のヒーロー、ヒロインはオーディションで選

ぶことが多いですね。テーマに応じて、「今回は、この声

優さんにお願いしてみたい」といった希望を出す場合も

あります。今度の『デスティニー』のリメイクにあたっては、

旧作はフルボイスではなかったので、すべて収録し直そ

うということになったんですね。ただ、以前に出演いただ

いたときは新人だった方が、今はすっかり大物になってら

っしゃいまして……。果たして、出演してくれるのかと不

安になりましたけどね（笑）。でも、皆さん快く引き受けて

くださって、旧作のときの声優さんと同じ顔ぶれで収録

することができました。

内山 それは、素晴らしいですね。

吉積 収録スタジオで、皆さんから「お久しぶりです」と言

っていただけたのは、すごくうれしかったですね。『.hack』

の台本は、どのくらいのボリュームなんですか？

内山 結構スゴイですよ。一人あたりのセリフも長いし、

収録だけでも足かけ２か月は余裕でかかりますね。さら

にゲームの開発と平行して録るため、絵がない状態で

の収録が多いので、声優さんにはかなり綿密に状況説

明しています。

吉積 声の収録って、時間がかかりますからね。それだ

けに、最初と最後の収録で、声優さんの声のテンション

が変わらないように気を付けているんですが。

内山 そうそう。前に撮ったOKテイクを聴いてもらって、

「このテンションでお願いします」とかね。

吉積 まあ、その点は皆さんプロですから、すぐに勘を

取り戻してくれますよね。

内山 僕は、アニメのエンドロールなんかで、ゲームに

出演していただいている声優さんの名前を発見したりす

ると、ゲームとは全然違う演技をしていることに驚いたり

もします。やっぱり、プロだなーって。

吉積 エンドロールは、僕もチェックしてますよ。声優さん

はもちろん、音響スタジオとか音響監督とかも気になります

し。僕は、以前にも増してアニメ映画をよく観に行くようにな

りました。映画館で観ると、「ここで笑いが起きるんだ」とか、

観客の反応がわかっておもしろんいんです。そういうのも、

ゲーム作りの参考にさせてもらってます。

吉積 『.hack』の戦闘システムって、どんな感じなんで

すか？

内山 『.hack』を制作しているサイバーコネクトツーは、も

ともとアクションゲームを作っていた会社なので、戦闘として

は、アクション寄りになっていますね。最新作『G.U.Vol.2』

でも、アクションとRPGの良い所をうまく合わせることができ

たなと思ってます。前シリーズの『.hack』では、ネットゲーム

感を出そうとし過ぎて、戦闘がマンネリ化しているという意

見が多かったので。そういう意味でも、アクション要素の強

い戦闘シーンがウリの『テイルズ オブ』シリーズを目標にさ

せていただいているんですよ。

吉積 『テイルズ オブ』シリーズがスタートした頃は、ア

クションゲームが主流でしたからね（笑）。まあ、その評判

が良かったから続けているんですが、『テイルズ オブ』っ

て、RPGの中でも格闘アクションゲームに近いんですよ。

内山 『テイルズ オブ』シリーズ10周年、おめでとうご

ざいます！ だいぶ遅くなりましたが････（笑）。

吉積 ありがとうございます。一番最初の『ファンタジア』

から数えると、次回で10作目になりますからねー。振り

返ってみると、長かったような短かったような……。

内山 じつは、僕らが『.hack』を立ち上げるとき、『テイ

ルズ オブ』を目標に据えていたんですよ。

吉積 それは光栄ですね。

内山 『テイルズ オブ』みたいに、シリーズ化して、どん

どん進化していければいいなと。『.hack』のスタートは

PS2からなんで、そこまでの歴史には至っていないんで

すが、今後も作品を絶やさず、うまく変化していければい

いなと思ってます。その点、『テイルズ オブ』はスーパー

ファミコンからですもんね。

吉積 １作目の『ファンタジア』を始めるまでは、ナムコに

は代表的なRPGがなかったんですよ。世間では、RPG

がめちゃくちゃ盛り上がってた時代なんですけど、なんで

ウチにはないんだと。それで立ち上げたのが『ファンタジ

ア』だったんですが、すごく自信を持って出したはずなの

に結果はいまひとつで（笑）。まあ、普通はそこで終わっ

てしまうんですけど、もう一度リベンジしようということで、

PSで２作目の『デスティニー』を出したんです。

内山 『ファンタジア』が発売された当時、僕はまだ新人

で、秋葉原のお店をまわってゲームソフトの売上げ状況

を聞いていたんですね。そのときは、『ファンタジア』がお

もしろいらしいという口コミがすでに広がっていて、売り

切れの所もあり、お店の人も「今週は入荷してこないん

だよねぇ」とこぼしていたのを今でも覚えてます。

吉積 『ファンタジア』は、結局20数万本の売上げで終わ

ってしまったんですが、攻略本が25万冊売れたんですよ。

内山 １本１冊以上、ですか ! ?

吉積 つまり、中古が売れたってことなんですけどね

（笑）。攻略本がゲームの売上げ本数を超えてしまった

ことも、PSで2作目を作ってみようというきっかけの一つ

になりました。結果、『デスティニー』が売れたので、その

後『ファンタジア』をPSでリメイクしたんですが、そのとき

は65万本ほど売れました。

内山 前回は中古で買った人も、リメイク版はきちんと

買ってくれた、と（笑）。

吉積 そうそう。で、次はこんなテーマでやってみようと

いうアイデアがどんどん沸いてきて、気が付いたらシリー

ズ10周年になってました。

内山 『テイルズ オブ』って、いのまたむつみさんとか藤

島康介さんとか、キャラクターデザイナーがシリーズによ

って変わるじゃないですか。にもかかわらず、『テイルズ

オブ』としての世界観が毎回きちんと成立してるのは、

スゴイなって思うんですよね。

吉積 シリーズごとにテーマが違うので、ユーザーもそ

の辺りは柔軟に受け入れてくれてるみたいです。キャラク

ターデザインの先生には、事前に「今回はこういうテー

1995年12月15日
SFC『テイルズ オブ ファンタジア』

PSP『テイルズ オブ ファンタジア ―フルボイスエディション―』
5,040円（税込）

プレイステーション2 ザ ベスト『.hack// Vol.1×Vol.2』、
『.hack// Vol.3×Vol.4』
各2枚組 2,800円（税込） ※OVAは同梱されません

2002年6月20日
PS2『.hack//感染拡大 Vol.1』

『テイルズ オブ』シリーズの第一弾は、スーパーファミコ
ンで発売された『テイルズ オブ ファンタジア』。臨場感
あふれる「リニアモーションバトル」は、以後のシリーズ
にも継承される斬新な戦闘システムだった。また、ロムカ
ートリッジながら戦闘時のボイスやテーマソングを収録し
たことも話題となった。

また、他のハードにも移植され、2006年9月に発売さ
れたPSP版ではフルボイス化を実現した！

※
画
面
は
Ｓ
Ｆ
Ｃ
版
で
す
。

2006年9月28日
発売予定 7,140円（税込）

.hack//G.U. The CARD BATTLE

シリーズはここから始まった！
最新作

PS2『.hack//G.U.Vol.2 君想フ声』

最新作
PS2『テイルズオブデスティニー』

© 藤島康介 © NBGI © T.O.S. 製作委員会

2006年11月22日
発売予定 7,140円（税込）



開発者にも、以前、格闘アクションゲームを作っていたス

タッフがいるので、その点はかなり細かく作り込んでます。

「もうちょっと簡単に作っていいよ」と言っても、「イヤ、ダメ

です」と言ってフレーム単位の処理などにコダわったりし

てますから（笑）。

内山 RPGが格闘アクションゲーム化していくのは、あ

る意味自然の流れだと思いますよ。

吉積 結局、闘っている場面をしっかり見せようとする

と、その描画がどんどん緻密になっていって、せっかくこ

れだけ緻密にしたんだから、動かしてみようよっていうこ

とになるんですよね。

内山 RPGという大きなカテゴリはありますけど、一つ

ひとつの作品を見ると、すごく幅があるじゃないですか。

その点、今度発売になる『.hack//G.U. Vo l . 2』では、

アクション性を帯びた戦闘シーンがうまくいってるので、

今後はそれをもっと進化させていきたいなと思ってます。

作るのは大変なんですけどね。

吉積 すっごく時間かかりますよね。ボタンを押したとき

に、キャラがどう動くのかとか、どんなダメージがあるの

かといった入力感まで考えなくちゃいけないし。

内山 そう考えると、RPGって、作るのがどんどん大変

なジャンルになってますよね（笑）。

吉積 まったく。RPGって無限大の可能性を秘めてい

ますから、どんなテーマやキャラクターでものっけられま

すし。作り手にとっては、いろんなことができるジャンルで

はあるので、大変だとわかっていても、やめられないって

いうのはあります。しかも、キャラクターデザイン、アニメ、

台本、音響等々、開発サイドはチーム感をもって臨むか

ら、完成したときには、何にも代えがたい達成感や喜び

が得られる。それで、ユーザーからの評判が良ければ、

言うことないですよね。やっぱり、内山さんもユーザーの

反応って気になるでしょう？

内山 気になりますね。いただいたアンケートハガキは

必ず目を通しますし、ブログや掲示板もチェックします。

もちろん、ガッカリするようなコメントも目にしますけど、ど

んな意見であれ、きちんと反応があるのはうれしいなっ

て思ってるんです。

吉積 たしかに、何にも反応がないのが一番ツライで

すからね。

内山 それに、お褒めの言葉にだけ耳を傾けていると、

同窓会みたいな、生ぬるい感じになっちゃいますしね。

吉積 とはいえ、ファンサイトができると、どうしてもそち

らが気になってしまいますが（笑）。特に、『アビス』はファ

ンサイトの数が極端に多くてね。絵を描いてくれたりとか。

これは、すごくうれしかったですね。

内山 女の子が集まる『.hack』のファンサイトを見てい

ると、意外と『テイルズ オブ』と接点があるなーって感じ

るんですよ。

吉積 作風としても、アクション色が強いところやテーマ

がはっきりしているところなど、共通点は多いかもしれな

いですね。

内山 絵といえば、『. hack』の世界には「アプカルル」

という画像アップ掲示板があるのですが、ゲーム制作

をしているサイバーコネクトツーのWebサイトにも同名

の掲示板がありまして。ユーザーの皆さんから実際に投

稿していただいた絵の一部を、『G . U . Vo l . 2 』や

『G.U.Vol .3』に収録して、ユーザーがゲームの世界に

関与できる仕掛けも用意しています。

吉積 そうやって、ユーザーの声を直接取り込むのって、

いい試みですよね。

――最後に、それぞれの新作について、ひとことお願い

します。

吉積 PS2『デスティニー』は、いい意味でユーザーの期待

を裏切りたいと思ってます。大まかなストーリーラインは変

えていませんが、シナリオは全部書きかえていますし、キャ

ラも濃いめに色付けしてます。そういう意味では、リメイク

というより作り直しに近いですね。私たちは「セルフカバー」

と言っています。今回、リオンは、かなりヤッちゃってます

よ～（笑）。最後のシーンで、リオンがどれだけ泣かせてくれ

るかというのも見どころになっていますので、PS版やドラ

マCDでぜひ予習しておいてください。

内山 『.hack』は、『G.U. Vol . 2』が9月28日に発売さ

れますが、４月からテレビ放映されている『.hack//Roots』

が、９月27日に最終回を迎えるんですね。その翌日の発

売ということで、ライブ感を楽しむという意味では、この

上ないタイミングで手にとっていただけると思います。ゲ

ームシステムの面でも、『G.U. Vol . 3』でやろうと思って

いたことを、すべて『G.U. Vol . 2』に盛り込みましたので、

『G.U. Vol . 1』から『G.U. Vol . 2』に移行するのに“こ

こまで進化するんだ”というくらい、手ざわり感が変化し

ていると思います。もちろん、『G.U. Vol.2』で初めて遊ん

だ方でも、『G.U . Vo l . 1』は十二分に楽しめますし、

『G.U. Vo l . 1』を購入すると、前作『.hack』１～４巻の

ストーリーダイジェストを収めたターミナルディスクが付い

てくるので、どこからも入っていけるようになってます。

吉積 ミニゲームもあるんですよね？

内山 はい。ゲームの世界観はファンタジーなんですが、

デスクトップというPC上のシーンもありまして、そこで「ク

リムゾンVS」というカードゲームで遊ぶこともできます。

バンダイから発売されているトレーディングカードとも連動

してるので、そちらと合わせて楽しんでみてください。

吉積 『デスティニー』のミニゲームもかなり凝ってます

ので、大いに期待してほしいですね。最後に、『. hack』

の今後の展望は？

内山 アニメやコミックのテイストを、自然に、かつリアル

タイムにゲームの中で表現していきたいと思っています。

表現力がアップすると、ストーリーもより熱く伝わって、手

ざわり感もよくなるはずですし。

吉積 映像が、ゲーム全体のクオリティを押し上げると

いうのは十分アリですよ。お互いに、次の世代を刺激で

きるようなものを作っていきましょう。そしてなによりファン

あってのシリーズですから、読者の皆さん、これからも

熱い応援、よろしくお願いします！
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スタンは「元気で魅力的な男の子」というのが基
本コンセプトでしたが、“田舎から都会へ出てく
る”という設定がエスカレートしてしまい、純朴
さが強烈になってしまいました。同時に「かわい
らしさ」を付加できたと思います。PS2版では
より男らしさを出していこうと。声が増えたこと
で、彼の“イノセント＆オプティミスト”な部分
が強調されたと思います。ルーティは、既存のヒ
ロイン像を叩き壊すことをコンセプトとしていた
キャラクターです。属性：シーフ、ですからね。
ヒロインが泥棒って、アンタ。とかく「サーチガ
ルド」が疑問視される特殊な行動パターンですが、
今作もそこは生かしております。でも、声を追加
したことで、キュートな部分は強調できたのでは
と思っております。

ハセヲに関しては、コンセプトはズバリ“ヘタレ”！
「なんなんだよコイツぅ～」と突っ込みたくなるヘタレ
っぷりがあるからこそ、レベルを上げていったときの、
成長の実感もあるってもんでしょ（笑）。アトリは、その
名の通り“小鳥”ですね。う～ん、でも小鳥っぽい可愛い
らしさよりも、電波ちゃんな感じの方が強く出ちゃっ
た感じかも。ちなみにアトリの声優・川澄綾子さんも、
「アトリ、うざい～！」って言ってました（笑）

内山からひとこと

吉積からひとこと

ル
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ヲ

テイルズ オブ ザ テンペストテイルズ オブ ザ テンペスト

テイルズ オブ ファンタジア
―フルボイスエディション―
テイルズ オブ ファンタジア
―フルボイスエディション―

マイキャラクター作成

シリーズキャラも登場！シリーズキャラも登場！

僧
侶

盗
賊

戦
士
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士

リ
フ
ィ
ル
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ド

チ
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ー

『テイルズ オブ』シリーズの
キャラと冒険の旅へ！

プレイステーション・ポータブル用ソフト　今冬発売予定　価格未定

ニンテンドーDS用ソフト　2006年10月26日発売予定
4,800円（税込 5,040円）

プレイステーション・ポータブル用ソフト　発売中
4,800円（税込5,040円）

主人公の旅が始まる街「アイリリー」。様々なクエストから
任意で選択出来るぞ。

キャラクターや背景の描画は完全3D。街
の表現は見やすく暖かみのあるマップで、
時間経過の概念もあるぞ。

「キャンプスキット」では、焚火を囲んだ
キャラクターたちの会話が楽しめる。中
には、特別な称号を獲得できることも！

戦闘は、「3on3（スリー オン スリー）リニアモーションバトルシステム」を採用。
タッチスクリーン入力にも対応し、より直感的なバトルが可能！

戦闘システムは「FR-LMBS」を採用！ マイキャラクターは、
選択したクラスによって得意とする能力や技が異なるぞ！

シリーズでお馴染みの「フェイスチャット」システムも搭載。
キャラクターたちの個性豊かな表情と、新たに収録されたキ
ャラクターヴォイスが冒険を盛り上げる！

戦闘時のキャラクターは3頭身に変更。新しいグラフィック
のメインキャラクター達の勇姿に注目！ もちろんPS版で追
加になった「藤林すず」も登場するぞ！

クリア後には「グレードショップ」が登場。さまざまなプレ
イ記録を引き継いで究極のやりこみを目指すもよし、より厳
しい条件でのクリアに挑むのもよし、だ！

プレイヤーは、まず自分の分
身となるオリジナルキャラク
ターを作成。最初に選択でき
るクラスは4種類だ。

物語の中では、歴代『テイルズ オブ』
シリーズのキャラクターたちも登場。マ
イキャラクターを手助けしてくれるぞ！

世界樹の恩恵によって人々が暮らす世界「テレジア」。しかし
異世界から現れた魔物たちにより大地のほとんどが食い尽く
されてしまう･･･ プレイヤーは、世界樹が生み出した最後の希
望として、ヒロイン「カノンノ」と冒険に旅立つ！

ヒトとリカンツ（獣人）が存在する世界で、主人公・カイウスは出生の
秘密を探るため旅に出る！ 本作はタッチパネルやワイヤレス通信とい
ったニンテンドーDSの機能を随所に盛り込んだ作品だ。
また、「オフィシャルファンブック」と「フキフキ巾着」がゲットでき
る予約キャンペーンも実施中。数に限りがあるから早めに予約しよう！

『テイルズ オブ』シリーズの原点である『テイルズ オブ ファ
ンタジア』がPSPで登場！シリーズの中でも評価の高いスト
ーリーがフルボイス対応になり、プレイヤーに新たな感動を
与えてくれる！ またどんな場所でもロードできる「どこでも
ロード」や、クリア後にもう一度遊びたくなる「グレードシ
ョップ」など携帯ゲームとしての魅力も充実しているぞ！

©いのまたむつみ ©2005 NBGI

©いのまたむつみ ©藤島康介 ©2006 NBGI

©藤島康介 ©1994-2006 NBGI

虎牙破斬 ケルベロスファング

イラプション

テイルズ オブ ザ ワールド
レディアント マイソロジー
テイルズ オブ ザ ワールド
レディアント マイソロジー

※画面は開発中のものです。
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テイルズ オブ デスティニー
プレイステーション2用ソフト　2006年11月22日発売予定 6,800円（税込7,140円）

1997年12月、プレイステーション専用ソフトとして発売された『テイルズ オブ デスティニー』。物いう
剣「ディムロス」と主人公スタンとの運命的な出会いから始まり、いくつもの出会いや衝撃的な別れを
紡ぎながら展開するストーリーは、多くのファンに感動を与えた。その名作が9年の歳月を経て、完全セ
ルフカバー（リメイク）作品として登場！ セリフをほぼ全て書き起こし、メインシナリオは豪華声優陣に
よる完全フルボイス化を実現。登場人物の内面に深く関わるセリフも数多く収録されている。また、ゲ
ームシステム、ビジュアル、戦闘なども全て刷新しており、『デスティニー』初体験の人はもちろん、PS
版をプレイした人も新鮮な気持ちで遊ぶことができるぞ！

若者の名はスタン･エルロン
望みは、王国の兵士しての名声を得ること
大国セインガルドをめざし飛行竜に密航したのも束の間
モンスターの襲来によりスタンは絶体絶命の危機を迎える
しかし倉庫で見つけた一本の剣が彼の命を救った
「人格を宿す剣」ディムロスとの出会い
この出会いを境にして
スタンの運命は大きく変わってゆく…

「プロダクションI.G.」によるアニメーションムービー、そしてシリーズ初の「白組」による
CGムービーが多数追加！ 『デスティニー』の世界を美しく、感動的に描き出しているぞ！

“運命という名のRPG”が、今よみがえる！

美麗なアニメーションムービー・GCムービーを追加！
戦闘はエアーリアル リニアモーションバトルシス
テム（AR-LMBS）を採用！ 敵を空中に浮かせる
ことでコンボがつなげやすくなり、ますます爽快
なバトルが楽しめる！

戦闘はAR-LMBS
エアーリアル リニアモーションバトルシステム

PS版で2Dだったマップは全て描き直し、臨場感
あふれる柔らかな描写に。また、ダンジョンは完全
3D化され、より広大なエリアを冒険できるぞ！

新たに描かれた冒険の世界
PS版のアクティブパーティウィンドウは、新チャ
ットシステム「エモーショナルカード・チャット」
に進化。表情や仕草に加え、カードの動きでキャ
ラクターの感情を表現してくれる。

エモーショナルカード・チャット

©いのまたむつみ ©1997 2006 NBGI

スタン・エルロン
Stan Aileron

年齢：19歳
身長：172cm
体重：63kg

CV：関 智一

ルーティ･カトレット
Rutee Kartret

CV：今井 由香

リオン･マグナス
Lion Magnus

年齢：16歳
身長：159cm
体重：48kg

CV：緑川 光

フィリア･フィリス
Philia Philis

年齢：19歳
身長：162cm
体重：45kg

CV：井上 喜久子

ウッドロウ･ケルヴィン
Woodrow Kelvin

年齢：23歳
身長181cm
体重：68kg

CV：速水 奨

マリー･エージェント
Mary Agent

年齢：24歳
身長170cm
体重：54kg

CV：天野 由梨

「
レ
ン
ズ
の
た
め
な
ら
ど
こ
ま
で
も
。

危
険
を
顧
み
ず
突
っ
走
る
！

…
そ
れ
が
レ
ン
ズ
ハ
ン
タ
ー
の
生
き
様
よ
」

「
レ
ン
ズ
の
た
め
な
ら
ど
こ
ま
で
も
。

危
険
を
顧
み
ず
突
っ
走
る
！

…
そ
れ
が
レ
ン
ズ
ハ
ン
タ
ー
の
生
き
様
よ
」

「
僕
は
お
前
の
よ
う
に
、

図
々
し
く
て
、
能
天
気
で
、

馴
れ
馴
れ
し
い
奴
が
大
嫌
い
だ
」

「
僕
は
お
前
の
よ
う
に
、

図
々
し
く
て
、
能
天
気
で
、

馴
れ
馴
れ
し
い
奴
が
大
嫌
い
だ
」

「
ど
ん
な
困
難
も
乗
り
越
え
て
み
せ
ま
す
。

覚
悟
は
で
き
て
い
ま
す
」

「
ど
ん
な
困
難
も
乗
り
越
え
て
み
せ
ま
す
。

覚
悟
は
で
き
て
い
ま
す
」

「嫌ではないが、疑問には思っている。
自分に父の後を継ぐ資格があるのかと」

「嫌ではないが、疑問には思っている。
自分に父の後を継ぐ資格があるのかと」

「
雪
が
降
る
と
、
昔
の
こ
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を
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思
い
出
せ
そ
う
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…
」
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！
」

Story

フィッツガルド・リーネ村出身の青年。
早くに両親を亡くし、妹のリリスと共
に祖父によって育てられた。そのため、
家族を幸せにしたいという思いが強い。
性格は純粋でまっすぐ。どんな困難に
直面しても己が信念を曲げない芯の強
さを持ち合わせている。

セインガルド王国にあるクレスタの街の出身。
レンズハンターとして旅の生活を続けている。
金銭に対して非常にシビアな考え方を持ち、
「金の亡者」「守銭奴」などと形容されることも
しばしば。時には「強欲の魔女」などと呼ばれ
たりする。金のためならば犯罪すれすれの行為
に手を染めることもいとわない。

ファンダリア王国を治めるイザーク王の息子。次期王位継
承者でもある。長身で容姿端麗、広い視野と見識を持ち合
わせた、将来の王たるにふさわしい器の大きな人物。武術
の腕も優れており、特に弓の扱いに秀でている。

天才的な剣の技量を持ち、若干16歳にして、
セインガルド王国客員剣士を務める少年。
ソーディアン・シャルティエを自在に操る。
沈着冷静な性格で、必要なこと以外は口を
利かない。そのためクールで大人びた印象
を見るものに与える。

ストレイライズ神殿の総本山で大司祭グレ
バムの部下として古代文明の研究をしてい
た女性司祭。古代文明や失われた歴史にも
造詣が深い。性格はおっとりしていて、物
腰が柔らかいことから、とても女性らしい
女性との印象を見る者に与える。その一方
で、自分がやると決めたことはなんにして
も成し遂げようとする強さも併せ持つ。

ルーティの相棒として行動を共にする女性戦士。巨大な斧を軽々
とふるい、戦闘においてはこの上なく頼もしい存在である。その
一方でかわいい物が好きだったり、料理が得意だったりと、女性
らしい一面も持ち合わせている。

年齢：18歳
身長：157cm
体重：46kg

※画面は開発中のものです。
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.hack//G.U. Vol.2 君想フ声

第3巻『.hack//G.U. Vol.3 歩くような速さで』 2007年1月18日発売予定
『.hack//G.U.』シリーズの謎を解明する「ターミナルディスク」が同梱された1巻『.hack//G.U. Vol.1 再誕』も好評発売中！

プレイステーション2用ソフト　2006年9月28日発売予定　6,800円（税込7,140円）

『.hack//G.U.』は、『The World R:2』という架空のオンラインゲームと現実世界を舞台にしたロー
ルプレイングゲームだ。全三部作の第ニ章となる本作『.hack//G.U. Vol.2 君想フ声』では、さら
なる大きな運命に巻き込まれていく主人公ハセヲとその仲間たちが描かれている。もちろんスト
ーリーだけでなく、ゲームシステムや戦闘シーンなど、あらゆる面でより遊びやすく、より爽快
にパワーアップしているぞ！

仮想と現実の狭間に渦巻く、それぞれの思惑―

復活をとげた“死の恐怖”!

揺光

三蒼騎士

蒼炎のカイト

物語は現実世界をも巻き込み、さらなるうねりを見せる。誰も予想できない結末を、その目で目撃せよ！

蒼海のオルカ蒼天のバルムンク

エンデュランス

規格外の力“憑神（アバター）”を手に入れ、
苦戦の末になんとかトライエッジを倒した
ハセヲ。しかし、今度は『The World R:2』
に大きな異変が起る！そして、アトリの体
にも変化が起っていた･･･

ハセヲは更なる力を求めて二度目のジョブエクステンドに挑み、
3rdフォームへと進化。それは “死の恐怖”と呼ばれたPKK
の頃の姿だった！ 3rdフォームでは「大鎌」が装備可能になり、
多数の敵とも渡り合えるぞ！

マルチトリガー
本作では「スキルトリガー」がパ
ワーアップし「マルチトリガー」
になった。スキルトリガーを発動
し、現在使用していない武器のア
ーツを選択すると、その場で瞬時
に武器を持ち替えてアーツを発動
できる！

アリーナ「紅魔宮」の元チャンピオン。以前は
ハセヲのライバルだったが、『Vol.2』では仲間
としてパーティに参加してくれる。双剣から繰
り出される素早い攻撃で敵を圧倒する！

“AIDA”によって作られたニセの
「The World」に閉じ込められたハセ
ヲたち。脱出を試みるハセヲの目の前
にAIDAが出現。絶体絶命のピンチに
謎の3人が現れ、AIDAを瞬殺！ な
んとその中央には、消滅させたはずの
トライエッジの姿があった！
前シリーズ『.hack』に登場したメン
バーと酷似しているようだが、彼らの
目的は一体？！

奇妙な棺桶状の物体に入っているのは、『Vol.1』で
ハセヲを苦しめた謎のPK・トライエッジ。ハセヲ
との死闘で粉々に消滅したはずだったが…。

地面を割って登場し、AIDAを瞬殺したPC。他の
2人と同じく、ツギハギだらけの格好をしている。
伝説のあのキャラと何か関係があるのだろうか？

天空から姿を現わし、AIDAを一撃で葬ったPC。トライ
エッジ同様、ツギハギだらけのボディに背中の翼らしき
ものが特徴的。こんな姿をしたPCは1人しかいない?!

『Vol.1』では紅魔宮の宮皇としてハセヲ
を苦しめたエンデュランス。『Vol.2』で
はハセヲの説得に応え、頼もしい仲間と
して再登場！ 華麗なる刀さばきで大きな
戦力になってくれる！

ロストウェポン
ロスト・グラウンドの一つ
ギャリオン・メイズ大神
殿。そこには碑文使いたち
専用の武器が封印されてい
る。各武器を守る封印獣を
倒して入手せよ！ ハセヲの
ロストウェポン「死ヲ刻ム
影」は、巨大な大鎌。ダメ
ージを与えると同時に敵か
らHPやSPも吸収する！

スケィス2nd
適格者だけが持つ禁断の力「憑神

アバター

」。
ハセヲの憑神・スケィスも、ハセヲ
が3rdフォームへ変化したことに呼
応して、「スケィス2nd」にレベルア
ップ！ 外見だけでなく攻撃力も高
まっている！

あらすじ

Crimson VS
デスクトップから起動できる対戦型オンラインカ
ードゲーム「Crimson VS」。『Vol.1』ではサービ
ス停止中だったが、『Vol.2』からついに復活！
どんなバトルが繰り広げられるのか?!

バイク・カスタマイズ
新施設「バイク工房」では、パーツの付け替えでチュ
ーンナップできる。バイクを使った「バイクミッショ
ン」もあるので、キミだけのマシンを造り出そう！

防具・装飾品の錬成
『Vol.1』の武器錬成に続き、『Vol.2』では防具や
装飾品も錬成できるようになった！うまく活用
して、攻撃力以外もパワーアップをはかろう！

神威覚醒

「神威覚醒」は本作から追加された覚醒モード。発動後パー
ティーメンバーの好意度によって変化する入力ゲージの目
押しを行い、この結果によって発動する技が変化するのだ！

ハセヲ 3rdフォーム

復活をとげた“死の恐怖”!

※画面は開発中のものです。©.hack Conglomerate ©2006 NBGI
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プレイステーション3用ソフト　発売日未定　価格未定

リッジレーサー7リッジレーサー7
「ワールドコネクター」が見せる、新たなるリッジの世界！

永瀬麗子

『リッジレーサー』シリーズ最新作がプレイステーション3で登場！ヘアピンコーナ
ーを200km/hで駆け抜けるリッジならではの簡単・爽快ドリフトレーシングはその
ままに、グラフィックやサウンドはPS3のパワーで飛躍的に進化！シリーズ初のマ
シンカスタマイズ機能も搭載し、自分自身にあったマシンを作り上げて楽しむこと
ができるぞ。また、ネットワーク対応で最大14人（予定）の対戦や協力プレイが可能。
そして「ワールドコネクター」という新しいコンセプトにより、世界のプレイヤーと
一緒に遊んでいるような次世代のオンラインプレイが体験できるのだ！

息を飲む迫真の“リアル”

日本メーカー・KAMATA悲願のグランプリ優勝を記念して製作された新型
マシン。アグレッシブなエクステリアデザインには、新型の4リッターV型
ターボエンジンが搭載され非常に乗りやすく、そして速い。グランプリ連覇
を予感させる一台だ。

『リッジレーサー』シリーズを象徴す
る彼女も、もちろん登場。本作では
レース活動を統括する団体UFRAの
名誉スポークスマンを務めている。

PS3のネットワーク機能を活かし、「ワールドコネク
ター」というコンセプトで世界中のプレイヤーとリッ
ジの世界が味わえる！

「マシンカスタマイズ」では、エクステリア（外観）や
パフォーマンス（性能）を手軽かつ簡単に変更するこ
とができる。

本作では「アジアの景観」をモチーフにしたコースも
登場。次世代のハイビジョングラフィックによって描
かれた世界を駆け抜けろ！

港に侵攻する連邦軍MSのジム。それを待ち受けていたのは･･･
ジオン軍の重MSドム！このピンチをどう切り抜ける?!

スナイプモードでは狙いたい場所をピンポイントに攻撃。
敵の足止めや、遠距離の航空機などを破壊できる！

本作では「部位破壊」も再現。時には、あえて任意の部分で
攻撃をうけとめ、一気に反撃するという戦法も考えられる。

圧倒的な迫力で兵士にも容赦なく襲いかかるグフ！ だが、豊富
な武器を駆使し、知略と勇気をもって挑めば道は開ける?!

機体の乗り降りは自由。MSに乗れば、敵MSとも正面か
ら渡り合えるだろう。武装も戦況に応じて換えていこう！

兵士はアサルトやスナイパーなど、
タイプごとに能力が異なる。特性
を活かして戦おう！

MSだけでなく戦闘機や戦車などにも乗ることができる。
戦場に存在する、あらゆるものが戦力になりうるのだ！

圧倒的な存在感を持つモビルスーツ！
未体験の“リアル”がそこにある！
『機動戦士ガンダム ターゲット イン サイト』は、プレイステーシ
ョン3の性能を活かした3Dアクションシューティングだ。モビル
スーツ（以下、MS）の挙動や機体のキズ、MSの部位破壊、砂塵な
どのステージの息づかい、建物の破壊など、あらゆる面で徹底的
な“リアル”を追求している。プレイヤーは、連邦軍かジオン軍の
どちらかの組織に所属し、各ミッションを攻略していくことにな
る。圧倒的な存在感を持つMS達に酔いしれろ！

“兵士”と“モビルスーツ”の
共同作戦で活路を開け！

『ガンダム オペレーショントロイ』は、“兵士”という一人称の目
線で描かれるミッションクリア型のFPS（ファースト・パーソ
ン・シューティング）だ。プレイヤーは連邦軍かジオン軍どちら
かの歩兵となって戦場に赴き、仲間と協力したり、モビルスーツ
（MS）や戦闘機を駆使し、「一年戦争」を戦い抜くのだ！ また、
Xbox LIVE接続でプレイできる「LIVEモード」では、多人数のプ
レイヤーが両軍に分かれ、団体戦を楽しむこともできるぞ！

夢と現実の狭間で真実に出会う、
新感覚クロニクルRPG
本作はピアノの詩人と呼ばれたショパンが、短い生涯を閉じる3時間前に見た「夢の世界」
が舞台のRPG。開発は、『バテン・カイトス』シリーズなどを手がけたトライクレッシェ
ンドが行い、演出のキーとなるショパンの楽曲は、世界的ピアニストのスタニスラフ・ブ
ーニン氏が奏でる！ また、サウンドは『テイルズ オブ』シリーズでもお馴染みの桜庭統
氏、ナレーションは森本レオ氏といった豪華なキャストでお届けする。
ショパンの夢の世界で出会った少女と少年の純粋な“信じる心”の輝きが交わる時、運命
の物語が大きく動きはじめる！

本作はピアノの詩人と呼ばれたショパンが、短い生涯を閉じる3時間前に見た「夢の世界」
が舞台のRPG。開発は、『バテン・カイトス』シリーズなどを手がけたトライクレッシェ
ンドが行い、演出のキーとなるショパンの楽曲は、世界的ピアニストのスタニスラフ・ブ
ーニン氏が奏でる！ また、サウンドは『テイルズ オブ』シリーズでもお馴染みの桜庭統
氏、ナレーションは森本レオ氏といった豪華なキャストでお届けする。
ショパンの夢の世界で出会った少女と少年の純粋な“信じる心”の輝きが交わる時、運命
の物語が大きく動きはじめる！

機動戦士ガンダム
ターゲットインサイト
機動戦士ガンダム
ターゲットインサイト
プレイステーション3用ソフト　発売日未定　価格未定

ガンダム
オペレーショントロイ
ガンダム
オペレーショントロイ
Xbox360用ソフト　今冬発売予定　価格未定

トラスティベル
～ショパンの夢～
トラスティベル
～ショパンの夢～

Xbox360用ソフト　発売日未定　価格未定

MS-07B グフ
ジオン公国軍か開発した陸戦専用のモビ
ルスーツ。装甲面や運動性能において、
MS-06ザクIIを大幅に上回る機体。

ジオン公国軍か開発した陸戦専用のモビ
ルスーツ。装甲面や運動性能において、
MS-06ザクIIを大幅に上回る機体。

RGM-79 ジム
地球連邦軍の量産型モビルスーツ。一年
戦争末期に戦線へ投入された。出力は低
いがビーム兵器の運用も可能。

地球連邦軍の量産型モビルスーツ。一年
戦争末期に戦線へ投入された。出力は低
いがビーム兵器の運用も可能。

ショパンの夢が描き出す幻想的な世界を、緻密なハイビジョン
映像で表現。次世代機ならではの美しい映像を堪能しよう。

バトルシーンは爽快感を重視し、テンポよく展開する。アレグ
レットの武器は剣、ポルカは傘で戦うのだ！

アレグレット

ポルカ

「
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Polka

Allegretto

交錯する夢世界と
現実世界―

病の床に伏せるショパンの夢世界では、
現実世界同様に人々が日常をすごしていた。
そこでショパンは不治の病に侵されながらも
懸命に生きる少女と出会う。

©創通エージェンシー・サンライズ©創通エージェンシー・サンライズ

ジ
オ
ン
公
国
軍
兵
士

地
球
連
邦
軍
兵
士

ジオン脅威のメカニズム！ジオン脅威のメカニズム！

特性を活かして戦いぬけ！特性を活かして戦いぬけ！

圧倒的パワーで迫るジオンのモビルスーツたち。
もちろん連邦軍のモビルスーツも登場するぞ！

ドム

ザクII J型

新主役マシン『KAMATA RC410』

※画面は開発中のものです。※画面は開発中のものです。

©2006 NBGI ©2006 NBGI
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果てしなき戦いの運命、切り開け、ガンダム！
好評を博した『機動戦士ガンダムSEED 連合vs.Z.A.F.T.』の
続編が登場！ 機体やキャラクターを大幅に追加し、より遊
びやすく、そして迫力ある展開が楽しめるぞ！ さらにPS2
版オリジナルの要素として、ミッションクリア形式の
「P.L.U.S.モード」や、いろいろな条件下で戦う「チャレン
ジモード」などを追加。「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」
の世界をたっぷりと味わおう！

機動戦士ガンダム
SEED DESTINY 連合vs.Z.A.F.T.II PLUS
機動戦士ガンダム
SEED DESTINY 連合vs.Z.A.F.T.II PLUS
プレイステーション2用ソフト 2006年12月7日発売予定 6,800円（税込7,140円）

©創通エージェンシー・サンライズ・毎日放送

©荒木飛呂彦 / 集英社 ©2006 NBGI

前作同様、基本は2on2のチームバトル。敵機を撃破すれば、撃破
した機体に設定されているコストの分だけ敵の戦力ゲージを減らす
ことができる。敵の戦力ゲージを0にすれば勝利、自チームの戦力
ゲージが0になると敗北だ。それぞれの機体には200～590の幅
でコストが設定されており、高コストの機体ほど高性能。しかし撃
破された時の被害も大きいから、使用機体の組み合わせは慎重に！

特定の高コスト機は、チャージ中にターゲットの切
り替えを行うことで2機を同時にロックオンする
「マルチロックオン」が可能！

攻撃を命中させたり、ダメージを受けると「覚
醒ゲージ」が上昇。ゲージが一定量溜まると、
機体性能を一時的に向上させる「覚醒」が発動
できるぞ！ 「覚醒」は特性の異なる3種類が
あり、戦闘前のブリーフィングで選択できる。

グラフィックはコミックスのタッチを生かした
「荒木シェーディング」によって描かれるッ！

心に残る名シーンを美しく再現！もちろん
奇妙な「擬音」の数々もッ！

死屍人
ゾ ン ビ

たちは普通の攻撃では死なない！
呼吸を整え、波紋を拳から直接叩き込めッ！

ズームパンチ！関節をはずして腕を伸ばすッ！

ジョジョならではのポーズを取ることで、
キャラクターが強化されるッ！

ポーズの種類によって効果は変わってくる。
状況にあわせてポーズを変えろッ！

本作には、PS2版オリジナルの「P.L.U.S.モード」
を搭載！ ミッション形式で条件をクリアしていくの
だ。例えばユニウスセブンを舞台にしたメテオブレ
イカーを巡る攻防など、アーケード版とは一味違っ
たシチュエーションが楽しめるぞ！

本作には、PS2版オリジナルの「P.L.U.S.モード」
を搭載！ ミッション形式で条件をクリアしていくの
だ。例えばユニウスセブンを舞台にしたメテオブレ
イカーを巡る攻防など、アーケード版とは一味違っ
たシチュエーションが楽しめるぞ！

格闘ボタンとジャンプボタンの同時押しで、通常の
格闘とは異なる攻撃が可能な機体も。グフイグナイ
テッドは、スレイヤーウィップによる薙ぎ払い攻撃
を繰り出せる！

ラクス・クライン率いる「旧クライン派」が、混迷を深
める情勢の中、次のステージでの戦いを予測して完成さ
せた新鋭MS。フリーダムの数倍の戦闘能力を持つ。

ラクス・クライン率いる「旧クライン派」が、混迷を深
める情勢の中、次のステージでの戦いを予測して完成さ
せた新鋭MS。フリーダムの数倍の戦闘能力を持つ。

2on2のチームバトルで
敵の戦力ゲージを0にせよ！

覚醒システム

ZGMF-X20A
ストライクフリーダムガンダム

パワー覚醒 ラッシュ覚醒 スピード覚醒

シン･アスカ

キラ・ヤマト

ザフトが地球連合軍との戦いに終止符を打つべく開発
した最新MS。インパルス等の「セカンドステージ シ
リーズ」を遙かに凌駕する機体性能を持っている。

ZGMF-X42S
デスティニーガンダム「

俺
が
薙
ぎ
払
っ
て
や
る
、全
て
！
」

「
覚
悟
は
あ
る
、僕
は
戦
う
」

ジョナサン・ジョースター
（ジョジョ）

ディオ・ブランドー

ジョナサンとディオの出会いから、
衝撃的な結末までをまるごとゲーム化！

1987年から週刊少年ジャンプに長期にわたって連載さ
れ、熱狂的なファンが多数存在する『ジョジョの奇妙な
冒険』。その全てのはじまりとなった第1部が、今回初
めてゲーム化されるゥゥゥッ！
舞台は19世紀末のイギリス。謎の石仮面をかぶり、恐
るべき吸血鬼と化したディオ！そして吸血鬼に対抗す
べく「波紋法」を学んだ青年貴族ジョナサン・ジョース
ター（ジョジョ）！宿命の対決の行方はッ!?

ジョジョの奇妙な冒険
ファントムブラッド
ジョジョの奇妙な冒険
ファントムブラッド

プレイステーション2用ソフト　2006年10月26日発売予定　6,800円（税込7,140円）

CV: 田中秀幸

CV: 緑川光

波紋、それは呼吸のリズムにより太陽と同じエネルギーを放出する秘術ッ！

【はみ出しJOJO】このゲームで操作できるのはジョナサンだけではない！ツェペリやダイヤー、ストレイツォ等も操作可能ッ！ ほかに「悪の帝王」モードもあるぞ。悪の帝王･･･それはッ！

戦闘中にポーズを決めろッ！呼吸や
体力を回復したり、攻撃力、防御力を
高めるなど、様々な効果があるッ！

「HGIFシリーズ ジョジョの
奇妙な冒険」として、原作の
第1部、第2部から全5種
のラインナップで登場！
以前発売された「HGシリーズ」に比べ、サイズが約140％に
ボリュームアップ！そしてぇぇぇッ！肘や腰など、一部が可動
するので、決めポーズを自分でアレンジして飾れるのだ！
原作者・荒木飛呂彦の執筆25周年にあたる今年、ジョジョ
から目が離せないィィィ！

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
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死屍人
ゾ ン ビ

に大ダメージを与える最大の必殺技だッ！ デ
ィ
オ
・
ブ
ラ
ン
ド
ー

“ファントムペイン”に所属する青年
士官スウェン・カル・バヤン中尉の
搭乗機。X105ストライクをベース
に開発されたカスタマイズMS。

価格：各200円（税込）
発売：2006年9月下旬
発売元：(株)バンダイ
お問い合わせ先：バンダイお客様相談センター TEL04-7148-5571

祝日を除く月～金　10:00～16:00

GAT-X105E
ストライクノワール

アーケード版ではシークレット要素だった前作の機体やパイロ
ットも、PS2版では最初から使用可能！ さらにはOVA『機
動戦士ガンダムSEED C.E.73 -STARGAZER-』に登場す
るストライクノワールも参戦！ この他にもPS2版オリジナル
の機体が続々と登場するぞ！

アーケード版ではシークレット要素だった前作の機体やパイロ
ットも、PS2版では最初から使用可能！ さらにはOVA『機
動戦士ガンダムSEED C.E.73 -STARGAZER-』に登場す
るストライクノワールも参戦！ この他にもPS2版オリジナル
の機体が続々と登場するぞ！

攻撃力が圧倒的に増加！
大ダメージを狙え！

連射や格闘コンボが可能！
防御力もアップする！

全ての移動速度が上昇！
スピードで敵を翻弄せよ！

前作の機体＆パイロットやストライクノワールも参戦！前作の機体＆パイロットやストライクノワールも参戦！PS2版オリジナル「P.L.U.S.モード」PS2版オリジナル「P.L.U.S.モード」

※画面は開発中のものです。 ※画面は開発中のものです。
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エースコンバットX
スカイズ・オブ・デセプション
エースコンバットX
スカイズ・オブ・デセプション

プレイステーションポータブル用ソフト　2006年10月26日発売予定　4,800円（税込5,040円）

音をつなごう！
グンペイりば～す♪
音をつなごう！
グンペイりば～す♪

ニンテンドーDS用ソフト　2006年10月19日発売予定　3,800円（税込3,990円）

グンペイリバースグンペイリバース
プレイステーションポータブル用ソフト
発売日未定　価格未定

©BANDAI 2006
©2006 NBGI

©BANDAI 2006
©2006 NBGI

超高密度なドッグファイトを
PSPで堪能せよ！

伝説のパズルゲーム
『グンペイ』が

戦闘機同士のドッグファイトをリアルな3DCGで描く
『エースコンバット』シリーズの最新作がPSPで登場！
高精彩なスクリーンを舞台に、いつでもどこでも熱い
ドッグファイトを満喫できるぞ！
1人プレイ用のキャンペーンモードでは、プレイヤー
の行動により敵部隊も作戦を変えるというStrategic AI
Systemを搭載。これにより、プレイヤー自身の選択
が戦局を大きく変えていくぞ！また、シリーズ初の1
人1画面を使用して最大4人まで参加できるマルチプ
レイモードでは、多彩なルールや条件設定により、何
度でも熱い対戦を楽しめるのだ！

ゲーム業界に多大なる功績を残された故・横井軍平氏が発案し、ワンダースワン用ソフトとして1999年に発売されたパズ
ルゲーム、それが『グンペイ』だ。線をつなげて消すだけのシンプルなルールと奥の深さが、多くのプレイヤーを虜にした。
今回、『ルミネス～音と光の電飾パズル～』『EveryExtendExtra』など、音楽とゲームの融合の形を提案しつづけている
キューエンタテインメント株式会社のプロデュースにより、ニンテンドーDSとPSPという二つのハード向けに、それぞれ
のハードの特性を生かした形で『グンペイ』が新登場するぞ！

『グンペイ リバース』では、ゲームプレイに音楽や映像が同期し、さ
ながら音楽を演奏するかのようなプレイ感覚を味わえるぞ。また、
40種類以上のスキン（ゲーム中の楽曲と映像のセット）が用意されて
いるので、気分に応じて様々なス
キンで遊ぶことができるのだ。さ
らに、2つのスキンをまるでDJプ
レイのように切り替えて遊ぶダブ
ルスキンモードもあるぞ。

シリーズを通して好評の無線も健在！戦況の変化や、
プレイヤーへの指示が無線で飛び交い、「戦場」を感
じさせてくれる。

恐るべき空中要塞「グレイプニル」。圧倒的な攻撃力
と特殊能力を有する巨大な敵に、果たしてどう立ち
向かうのか!?

本作ではオリジナル機体のチューニングが可能！各
パーツを取り替えて自分だけの機体を作り上げろ！

多彩な実在の戦闘機に加えて、オリジナル機体も登
場！これは『エースコンバット2』で“究極の戦闘
機”として登場した「XFA-27」。

最大4人でのマルチプレイモードは多彩なルールで
何度でも楽しめる！これは二つのチームに分かれ、
互いの基地を攻略する「基地攻撃戦」。

ストーリーの途中には2D画演出が採用され、物語
をより盛り上げる！制作は『エースコンバット04』
と同じく“STUDIO 4℃”が担当！

『音をつなごう！グンペイりば～す♪』で
は、ポップでコミカルなキャラクターが
ゲームを盛り上げるぞ。また、タッチペ
ンによる直感的な操作が可能となり、同
時に2画面をプレイするモードも加わる

など、DSならではの要素も加わったのだ。さらに、おまけモードとして
搭載された「音のおもちゃばこ」は、タッチペンを使って簡単に音楽が
作曲できるシーケンサーで、おまけというには贅沢すぎる代物だ！

Hellgate:London
ヘ ル ゲ ー ト ： ロ ン ド ン

Hellgate:London
ヘ ル ゲ ー ト ： ロ ン ド ン

PC用ソフト　発売日未定　価格未定

『Hellgate:London』は、Diablo®シリーズ制作メンバーで設立された
フラッグシップスタジオとバンダイナムコゲームスが放つ最強の
アクションRPGだ！ランダムに生成されるアイテムや個性的に育
てたキャラクターによる「RPGの
奥深さ」と、自由な視点切り替え
による「FPSの世界への没入感や
アクションの緊張感」とを融合さ
せたまったく新しいゲームシステ
ムで、Hellgate : Londonの世界の
平和を取り戻せ！

©NBGI
©GeoEye
©JAPAN SPACE IMAGING CORPORATION
All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.

©2005 - 2006 Flagship Studios, Inc. All Rights
Reserved.  Flagship Studios, the Flagship Studios
logo, Hellgate:London and the Hellgate:London
logo are trademarks and/or registered trademarks
of Flagship Studios, Inc.

©いのまたむつみ ©1997 2006 NBGI

©2006 NBGI

©2006 NBGI

©創通エージェンシー・サンライズ・毎日放送

©BANDAI 2006   ©2006 NBGI

PS2『.hack//G.U. Vol.2 君想フ声』

PS2『テイルズ オブ デスティニー』

Xbox360『トラスティベル ～ショパンの夢～』

PS3『リッジレーサー7』

PS2『機動戦士ガンダムSEED
DESTINY 連合VS.Z.A.F.T.II PLUS』

PSP『グンペイ リバース』

※画面は開発中のものです。※画面は開発中のものです。

©.hack Conglomerate ©2006 NBGI

2つのハードで復活
リバース

！
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今年も食欲の秋がやってきたドン。でも食べすぎると「太鼓腹」
になっちゃうから、太鼓をたたいてダイエットもするんだドン!?
今回はPSPで好評発売中の『太鼓の達人ぽ～たぶる2』と、冬に
登場するPS2用、アーケード用の最新作の速報だドン！
ウェブサイト「ナムコ･ドンだーページ」も要チェックだドン！
http://www.bandainamcogames.co.jp/donderpage/

PSP用の第2弾となる本作は、いつでもどこでも遊
べる手軽さはそのままに、内容をボリュームアップ！
中でも、「太鼓の達人」の世界を満喫できる「おはなし
モード」は要チェック。そして、完全新作のミニゲー
ムは全4本！もちろん、1台のPSPで2人同時に遊
んだり、PSPならではの通信モード、ゲームシェアリ
ングで最大4人まで遊んだりも出来ますよー！

『太鼓の達人』の世界を、プレイヤーが「どん＆かつ」となって体験できるモード。太鼓の達人の
キャラクターたちと会話をしたり、演奏ゲームをクリアしながら、ストーリーを進めていくのだ。

皆様のご期待にお応えするべく、さらにボリュームアップ！注目は新モードの
「わくわく冒険ランド」。マップ上を移動して、太鼓を使ったいろいろなゲームに
挑戦するんだドン！もちろん、多人数で遊ぶのが楽しい「もっとわいわい太鼓合戦」
など、おなじみのモードも健在だドン！

プレイステーション2用ソフト
2006年12月発売予定 価格未定

プレイステーション・ポータブル用ソフト
好評発売中4,800円（税込5,040円）

アーケード用
2006年12月稼動開始予定

そして、アーケード用にも最新作が
登場！最新のJ-POPやアニメソン
グからナツカシの曲まで、なんと全
100曲を収録してお届けするドン！

はなちゃんのピアノ発表会を盛り上げるため、メン
バーを集めよう。

「和太鼓教室」では自分の実力にあわせた訓練ができるよ。

「どん子モード」はドンとカツの打ち分けが不要。
難しい曲もこれなら叩けるかも!?

新モード「わくわく冒険ランド」。キャラクターたち
と会話しながら冒険しよう。

「演奏ゲーム」をはじめとした様々なお題に挑戦して、
冒険ポイントをゲット！

通信モードで最大
4人での対戦・協
力が可能！ UMD
ディスクが1枚し
かなくても、ゲー
ムシェアリング機
能で4人まで一緒
に遊べるよ！

ミニゲーム全4種
のうち、「スイーツ
パニック」「とべ！
ドングライダー」
は、アドホックモ
ードを使って2人
対戦できるよ。
※ゲームシェアリン
グには対応していま
せん。

キャラクターは街の中のさまざまな場所にいるよ。 最初のストーリーをクリアすると、全く新しいス
トーリーが追加されるのだ。

●晴れる道～宇宙人に合わせる顔がねぇ！～
●sakura
●まかせて★スプラッシュ☆スター★
●ドラマチック
●残酷な天使のテーゼ
●CAT'S EYE
●にんげんっていいな

●恋のマイアヒ
●吉宗評判記　暴れん坊将軍BGM
●MOSKAU

●ロシアの踊り「トレパーク」
●ラ・カンパネラ
●「ルスランとリュドミラ」序曲
●アメリカンパトロール
●シンフォニックメドレー第1番
●ます
●殻をつけた雛鳥の踊り
●カルメン　組曲1番終曲
●クラシックメドレー（ロック編）

●魔法をかけて
●ワンダーモモーイ
●大打音
●バーニングフォースメドレー
●バベルの塔
●KAGEKIYO
●ソウルキャリバーⅡ
●Rare Hero
●僕の地球　僕らの地球
●ラブリーX
●ドルアーガの塔メドレー

●くもまでとどけ！
●真・画竜点睛
●どんちゃん　世界旅行
●画竜点睛
●ダイエット・パダライス
●メカデス。
●風雲！バチお先生
●ゴーゴー・キッチン
●ケチャドン2000
●さいたま2000
●恋文2000

●粉雪
●桜
●フレンジャー
●リルラリルハ
●POP STAR 
●Butterfly 
●カルマ
●全力少年
●ロビンソン
●地上の星
●ROMANTICが止まらない
●前略、道の上より

●オーソレミオ（私の太陽）
●村祭り
●おおブレネリ
●ホルディリディア

バラエティ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

J-POP ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

クラシック ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ゲームミュージック ◆◆◆◆◆◆◆オリジナル◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

アニメ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆童謡・民謡 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆

新曲は40曲！下記以外に隠し
楽曲もあるよ。

http://www.bandainamcogames.co.jp/donderpage/


皆さんこんにちは！ 765プロ
ダクションの音無小鳥です。ア
ーケードデビュー1周年を迎え
た『アイドルマスター』に大き
な動きが！ 今回はページ数アッ
プでお送りしますヨ！

©窪岡俊之 ©NBGI THE IDOLM@STER WEB http://www.idolmaster.jp 19

DJCD ラジオdeアイマSHOW！ VOL.1限定版
ゲストは、たかはし智秋と下田麻美！ 発売中
価格：3,675円（税込）

DJCD ラジオdeアイマSHOW！ VOL.2限定版
発売日：2006年10月25日予定
価格：3,675円（税込）

発売元・販売元：(株)フロンティアワークス
※限定版はスペシャルDVD付！ 限定版（CD＋DVD）、通常版（CDのみ）

アニメイトTV内で好評配信中の『アイドルマスター』WEB
ラジオが、遂に「DJCD ラジオdeアイマSHOW！」とな
って登場！ ゲストを招いて新たに収録した爆笑必至のラジ
オCDです！

好評放送中のラジオ番組「THE IDOLM@STER
RADIO」がCDになりました！ 番組のメインコー
ナー「歌姫楽園」をモチーフに、パーソナリティーた
かはし智秋と今井麻美の2人のハーモニーを聴かせ
ます。新エンディング・テーマ「URGENT!!!」や、お
馴染みの曲、ラジオ名場面など内容盛りだくさん！

家庭用への移植決定で、ますます盛り上がる
『アイドルマスター』がSRシリーズに登場！
ラインナップは、春香、雪歩、やよい、あずさ、
伊織、真の6人。華やかなステージ衣装でキ
メた姿がとってもキュートです！

価格：300円(税込)
全6種＋シークレット
発売日：2006年10月下旬予定
メーカー：(株)ユージン
お問い合わせ先：
(株)T2GS ユ－ジンお客様サ－ビス係
03-3696-6004

THE IDOLM@STER RADIO
～歌姫楽園～ たかはし智秋 今井麻美
発売日：2006年9月27日予定
価格：3,000（税込）品番：COCX-33906
発売・販売元：

コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ついにっ！ ファン待望のアニメ化企画がス

タート！ アニメ版タイトルは『アイドルマ

スターXENOGLOSSIA
ゼ ノ グ ラ シ ア

(仮)』！ どのような

作品になるか、この先の情報にも期待デス！

原案：バンダイナムコゲームス
監督：長井龍雪（『ハチミツとクローバーII（監督）』

『舞－乙HiME（演出）』）
シリーズ構成：

花田十輝（『ローゼンメイデン』シリーズ）
アニメーションキャラクターデザイン：

竹内浩志（『出撃！マシンロボレスキュー』）

★DJCD ラジオdeアイマSHOW！

「THE IDOLM@STER RADIO」がCD化！

SR アイドルマスター

©サンライズ

9人全員が揃ったライヴは今回がはじめて。ステージ
もファンもスタートから一気にハイテンション！

歌の途中にはミニドラマも披露。ゲーム中とは一味ちがう愉快な
掛け合いに、会場からは終始歓声が！

ライブ後半には765プロ・O木社長が生声で登場し、Xbox360
版『アイドルマスター』についてコメント。そして新曲「GO MY
WAY!!」も映像と共に初公開！

大歓声のアンコールに応えて再びステージに登場したアイドルたち。
最後は「THE IDOLM@STER マスターバージョン」でフィナーレ！

2006年7月23日(日)、新木場STUDIO COASTにて
「THE IDOLM@STER 1st ANNIVERSARY LIVE」
（主催：株式会社バースデーソング音楽出版）が行われました。
これは『アイドルマスター』のアーケード設置1周年を記念
したライヴイベント。ステージにはキャラクターを演じてい
る9名の声優の皆さんが登場し、ミニドラマや地上波ラジオ
の公開録音を挟みながら人気曲を次々と披露。大盛況のライ
ヴとなりました！

行きたくても行けなかった全国のプロデュ
ーサー様に朗報！ なんとこのライヴの模様
がDVDとして発売決定！ ステージ裏の貴
重な映像も収録していますヨ！

THE IDOLM@STER MASTER MOVIE
発売日：2006年9月27日予定
価格：5,500円　品番：COBC-4585
発売・販売元：コロムビアミュージック

エンタテインメント(株)

http://www.idolmaster.jp


20 21

これが
Xbox360版で
追加新曲の一部！

GO MY WAY!!
lyric : yura
music : satoru kosaki

Xbox 360『アイドルマスター』

坂上あの『アイドルマスター』が、
アナタのご家庭にデビュー！

GO MY WAY!! GO 前へ!!
頑張ってゆきましょう
一番大好きな
私になりたい

ノンストップで行ってみましょ♪
って思ったらまた赤信号！？！
そんな時は凹まないで
ハイウェイがあるファイト!!
フルスロットル飛ばしてみましょ♪
って思ったらスピード制限！？！
こんな時は悩まないで
ジェットがあるフライト!!

未来は誰も見えないモノ
だから誰もが夢を見てる
どんな地図にも載ってないけど
どんなとき時代でも叶えてきたよ
さあ行こう!!

GO MY WAY!! GO MY 上へ!!
笑顔も涙でも
この世界中が
Wonder LandなNever Land
GO MY WAY!! GO 前へ!!
がんばってゆきましょう
一番大好きな
私になりたい

GO MY WAY!! GO MY 上へ!!
ほら1人1人が
この世界中で
One & OnlyでもNot Lonely
GO MY WAY!! GO 前へ!!
はりきってゆきましょう
全ての輝き
この指にとまれ

relations
作詞：mft
作曲：中川浩二

夜の駐車場で
アナタは何も言わないまま
ラジオから流れるメロディ
私は今日を振り返るの
あの海　あの街角は
思い出に残りそうで
この恋が遊びならば
割り切れるのに簡単じゃない
「じゃあね」なんて言わないで
「またね」って言って
私のモノにならなくていい
そばに居るだけでいい
アノコにもしも飽きたら
すぐに呼び出して
壊れるくらいに抱きしめて

アーケード版からのファンのみなさま。

そして最近、初めて「アイドルマスター」

を知ったみなさま。現在、みなさまが家

庭でこのゲームを楽しめるように、日々、

スタッフにムチをふるい……もとい、共

に開発しております。新キャラの美希

ですが、何分新人ですので、ちょっと世

間知らずで、小生意気で、変に器用で、

ゆえに努力を怠るところがあって……

ともかく、色々ご迷惑をおかけするかも

しれませんが、ホントはイイ子なんで

す！何卒、みなさんの力でぜひ、トップ

アイドルにしてあげてください！ そし

て、他のメンバーも含め、みなさんとス

テージに立てる日が来ることを楽しみ

しております。よろしくお願いいたし

ます！

秋と言えばスポーツの季節！ゲームなんてしてる
場合じゃないですよね！とネガキャンからはじま
りましたサイトブログ出張版ですが、良い子の皆
は今のは冗談で本当はどう言えばいいかがわかる
よね？そう！秋といえば！食欲の秋です!!ええ、
予測どおりのオチですとも。何か悪いか！（逆ギレ）

というわけで『アイドルマスター』の世界はます
ます拡張を続けておりまして、いよいよご家庭で
ゲームをお気軽に遊んでいただけるようになりま
す。まあ、最初にそれなりのお金を払わないとダ
メなんだけどね！（危険発言）いやいや、対価分の
価値は十二分にあります！お家でもゲーセンで
も、アイマスを遊び尽くしてくださいね！では、
また次回お会いしましょう！

9人のアイドル候補生から1人を選
んだら、いよいよプロデュース開始。
まずはレッスンで、ボーカル、ダン
ス、ビジュアルのイメージをアッ
プ！ また、仕事の合間の会話も大切。
彼女たちの気持ちを考えながら、プ
ロデューサーとして最適の言葉をか
けてあげよう！

レッスンを進めたら、TV出演のチ
ャンスをかけてオーディションに挑
戦！ レッスンで伸ばしたアイドルの
イメージを考えながら、審査員への
アピールの指示をタイミングよく出
してあげよう。ここ一番では彼女た
ちとの思い出も武器になる！

オーディションに見事合格すれば、アイドルたちの華やかなステー
ジがTVでオンエア！ プロデューサー（プレイヤー）はその姿をカ
メラで撮影できる。放送後はファンの数もグッとアップ。トップア
イドルへ一歩前進だ！

©窪岡俊之 ©2003 2006 NBGI

アーケードで好評稼働中の『アイドルマスター』が満を持し
てXbox360に登場！ ハイデフ対応により、アーケード版
をはるかに凌ぐ映像表現を実現！ そして初めての方もアーケ
ードファンの方も、濃く深く遊びこめる「1年間限定プロデ
ュース方式」を採用！ その他にも行動選択の拡張、新曲・新
規音声、そして新キャラクターの追加など家庭用ならではの
仕様と機能を、いっぱい詰め込んでお届けします！

ゲームの流れ

プロデューサーから
ひとこと

アイドルマスター
Xbox360用ソフト　発売日未定　価格未定

星井 美希（ほしい みき）
年齢：14歳
身長：159cm
体重：44Kg
誕生日：11月23日
血液型：B型
B･W･H：84･55･82
趣味：バードウォッチング、

友達とおしゃべり
（CV：長谷川 明子）

ルックス最高！メリハリボディ！どんなことも器用にこなせ
る、まさにスーパーアイドルになるために生まれてきたよう
な女の子。･･･しかし、苦労を知らない人生を歩んできたた
め、過度の世間知らずなのが玉にキズ。彼女の眠れる才能を
呼び覚ますことができれば、一気にアイドル界を制すのも夢
じゃない！

アイドル候補生が所属する765プロダクション
に新たなメンバーが登場！ 今回はデザイン画と
プロフィールをご紹介！

アイドル候補生が所属する765プロダクション
に新たなメンバーが登場！ 今回はデザイン画と
プロフィールをご紹介！

あの『アイドルマスター』が、
アナタのご家庭にデビュー！
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2006年9月16日、業務用ゲームや景品の展示会である「第44回アミューズメントマシンショー」
が開催されました。ここでは、バンダイナムコゲームスが出展した最新ゲームをご紹介します。実際に
お店で遊べるようになるまで、もう少し待ってて下さいね。

多人数で一緒に遊べるメダルゲーム『メダルの達人』がパワーアッ
プして新登場します！今回は「双六戦隊ドンレンジャーファイブ」
の一員となって、日本全国をまたにかけて大活躍！
大迫力の50インチプロジェクターでは、多彩なミニゲームや、協
力プレイが楽しい「ワルメカドンJP」などが楽しめるぞ。

『機動戦士ガンダム 戦場の絆』についてはP24～27で紹介しています。

プライズゲームの定番、スウィートランドシリ
ーズの最新機種。よりやさしい、清潔感のある
デザインで、内部の景品も見やすくなったぞ。

メダルの達人2
あつまれ！ゴー！ゴー！
双六戦隊ドンレンジャーファイブ

Sweet Land Premia
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シンプルな問題を次々と解いていく事で脳
が活性化する。

「全国のみんなでトレーニング」では、全国の
10人のプレイヤーと、コンピュータ5人の
計15人で競争する。狙え、全国1位！

店内対戦の場合は、最大10人で遊ぶこと
ができる。

「ワルメカドンJP」の画面。プレイヤー同士団結して、
ワルメカドンを倒すのだ！

様々なミニゲームをご用意！ゲーム内の季節
に応じて発生する季節限定イベントもあるよ。

2006年11月末稼動予定

みんなで鍛える
全脳トレーニング

©吉崎観音／角川書店・サンライズ・テレビ東京・NAS
©BANPRESTO 2006
©2006 NAMCO BANDAI Games Inc．

トレーニングの結果はこのカー
ドに記録される。いつでも自分
の「脳年齢」を確認できるぞ。

最近物忘れが激しくなってきたあなた、アミュ
ーズメントスポットで脳を鍛えてみませんか？
このゲームでは、トレーニングの種類に応じて、
前頭葉、頭頂葉、側頭葉をお手軽に鍛えること
ができます。しかも、ネットワーク対戦が可
能！店内の友達や、全国のプレイヤーと同時に
プレイすることで、成績を競い合うため、やり
がいがさらにアップします。シンプルなゲーム
で楽しく遊んで脳年齢を若返らせよう！
ゲームの監修を担当したのは、脳の研究でおな
じみの、東北大学の川島隆太教授です！

2006年9月16日、業務用ゲームや景品の展示会である「第44回アミューズメントマシンショー」
が開催されました。ここでは、バンダイナムコゲームスが出展した最新ゲームをご紹介します。実際に
お店で遊べるようになるまで、もう少し待ってて下さいね。
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1993年に業務用ビデオゲームとして発売されて以
来、シリーズ化されてきた『リッジレーサ－』。とうとう
この秋、Bluetoothによる通信機能を利用して、半径
10m以内で対戦プレイが出来る『リッジレーサーワイ
ヤレスバトル（仮）』として登場するぞ。あの感動と興奮
をもう一度呼び起こせ！

1対1でおこなう通信対戦型の「もじぴったん」だ。
ちょっとした頭の体操や気分転換にもなっちゃうぞ。
ルールは簡単。交互に文字ブロックをおいて言葉を
完成させ、自分の色の陣地を増やしていくんだ。
相手の色の陣地でも、自分の番のときに言葉を作り
直せば、自分の色に変えることが出来るぞ。

毎月1章ずつ、約1年をかけて配信され
る連載型ロールプレイングゲームの第
4章。今秋には「闘技場アプリ」も配信！
本編で育成したキャラクターデータを
使って闘技大会に挑戦することができ
るんだ。

帝国に連れ去られたアイゼ
ルを助けようと、シュタル
クリア帝国に乗り込み奮闘
してきたセルツだったが…

※画面は『～第2章Gesicht（面影）～』のものですもうおなじみの“スキットシステム”

画面左の「えらぶくん」にはストックの
文字ブロックが並んでいるぞ。

各プレイヤーは交代で文字ブロックを
選択し、マスに置いていくのだ。

当時画期的だったあのスピード感と美しい
グラフィックが甦る！

仲間でワイワイ対戦しよう。盛り上がること
間違いなし！

鉄拳2

格闘ゲーム リッジレーサー
ワイヤレスバトル（仮）

対戦レースゲーム

通信対戦もじぴったん

対戦パズルゲーム

テイルズ オブ ヴァールハイト
～第4章（仮）～

生きる意味を見つけるRPG

※利用可能なコンテンツは機種により異なります。サイトにて対応機種一覧をご確認下さい。
※ 画面は開発中のものです。実際のゲーム画面およびサービスとはデザインが異なる場合があります。
※ ご利用の際には、情報料の他にアクセス量に応じたパケット通信料が必要となります。

※「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。
※「EZweb」はKDDI株式会社の登録商標です。
※ BREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標登録、または商標です。
※ 「iモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※ 利用可能なコンテンツは機種により異なります。サイトにて対応機種一覧をご確認下さい。
※ 画面は開発中のものです。実際のゲーム画面およびサービスとはデザインが異なる場合があります。
※ ご利用の際には、情報料の他にアクセス量に応じたパケット通信料が必要となります。
※ 「iモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

© 1994-2006 NBGI

© 1993-2006 NBGI

© 2006 NBGI キャラクターデザイン：椎名 優

© 2001,2002,2005,2006 NBGI

今秋
配信開始!!
月額315円
（ 税 込 ）

今冬
配信開始!!
月額315円
（ 税 込 ）

今秋
配信開始!!
月額525円
（ 税 込 ）

『鉄拳2』を忠実に再現しつつ、
モバイルコンテンツ向けにア
レンジしたゲーム内容。格闘
ゲーム初心者やライトユーザ
ーでも遊べる、オリジナル
「お手軽モード」を実装！

今冬
配信予定!!
月額315円
（ 税 込 ）

対応機種：FOMA903iシリーズ

対応機種：FOMA90Xiシリーズ

対応機種：Brew3.1

対応機種：Bluetooth端末

セ
ル
ツ



「ゼノサーガ」シリー
ズに登場する歴代の
KOS-MOSをメインに
ラインナップしたリア
ル彩色フィギュア！

■価格：価格未定
美少女フィギュアコンベンション2006にて発売予定
メーカー：(株)ユージン
■お問い合わせ先：(株)T2GS ユ－ジンお客様サ－ビス係
03-3696-6004
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SRDXSP
鉄拳5   風間飛鳥
SRDXSP
鉄拳5   風間飛鳥

31

フィギュアマイスター
ゼノサーガレジェンド
フィギュアマイスター
ゼノサーガレジェンド

※写真と商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
※ブラインドBOX入りですので、どれが入っているかは分かりません。
※KOS-MOS Ver.1および Ver.4には瞳の色が異なるバージョンがあります！
材質：PVC 本体サイズ：120～130mm 商品には台座が付属します。

※写真と商品とは多少異なる場合が
ございますのでご了承ください。

※写真と商品とは多少異なる場合が
ございますのでご了承ください。

テイルズ オブ レジェンディア
～voice of character quest～
テイルズ オブ レジェンディア
～voice of character quest～
『テイルズオブレジェンディア』
のドラマCDが全2巻で好評発売
中です。おなじみの豪華声優陣
による魅力的なオリジナルドラ
マをお届けします！

リッジレーサーズ2
ダイレクト･オーディオ
リッジレーサーズ2
ダイレクト･オーディオ

テイルズ オブ ジ アビス
ファスナーアクセサリー
テイルズ オブ ジ アビス
ファスナーアクセサリー

小説
「テイルズ オブ ジ アビス」
小説
「テイルズ オブ ジ アビス」

テイルズ オブ ジ アビス
メモマウスパッド
テイルズ オブ ジ アビス
メモマウスパッド

PSP『リッジレーサーズ2』から新録
楽曲を収録したサウンドトラックが
登場。新曲と過去シリーズ曲のリミ
ックス他、全15曲をCD1枚にコンプ
リート！ 開発スタッフ全面協力によ
るハイスペックアルバムだ！

『鉄拳5』に登場する風間
飛鳥を、大暮維人先生が
デザインした艶やかな和
服バージョンで立体化！
しかも振袖は着脱が可
能！キュートとセクシー
を併せ持つ飛鳥の魅力を
存分にご覧あれ！

■価格：2500円（税込）予定
■品番：KICA-1417
■発売日：2006年10月25日予定
■発売元：キングレコード(株)
■お問い合わせ先：キングレコード(株) テレフォンセンター
03-5940-7500（土･日･祝祭日を除く　10:00～17:00）

■価格：4,410円（税込）
■発売日：2006年11月頃予定
■発売元：(株)壽屋
■お問い合わせ先：(株)壽屋 お客様係
0120-48-1563
（土･日･祝祭日を除く 10:00～17:00）

〈テイルズ オブ ジ アビス〉
○ファスナーアクセサリー 525円(税込) 発売中
○メモマウスパッド 473円(税込) 発売中
○メールガード 840円(税込) 発売中
○携帯シール 368円(税込) 発売中

■メーカー：(株)ムービック
■お問い合わせ先：アニメイトお客様お問合せ先
03-3972-0022（土･日･祝祭日を除く 10:00～18:00）
http://www.animate.co.jp/

全6巻予定
第1巻「テイルズ オブ ジ アビス1 ～聖なる焔と七の歌～」
第2巻「テイルズ オブ ジ アビス2 ～愚かな焔と崩れる世界～」
第3巻「テイルズ オブ ジ アビス3 ～さまよう焔と割れる世界～」
第4巻「テイルズ オブ ジ アビス4 ～地に行く焔と師との道～」
第5巻「テイルズオブジアビス5 ～（タイトル未定）～」
第6巻「テイルズオブジアビス6 ～（タイトル未定）～」
第1巻～第4巻好評発売中。
第5巻2006年発売予定。第6巻 発売日未定
■価格：560～680円（税込）
■著者／結城聖　イラスト／松竹徳幸
■発行元／販売元：(株)集英社
■お問い合わせ先：(株)集英社　スーパーダッシュ文庫編集部
http://dash.shueisha.co.jp/

■価格：4,410円（税込）
■発売日：2006年11月頃予定
■発売元：(株)壽屋
■お問い合わせ先：(株)壽屋 お客様係
0120-48-1563
（土･日･祝祭日を除く 10:00～17:00）

全2巻
●テイルズオブレジェンディア～voice of character quest～1
価格：3150円（税込） 発売中
封入特典：DVD（プロモーション映像、声優インタビュー 約55分）
●テイルズオブレジェンディア～voice of character quest～2
価格：3465円（税込） 発売日：2006年9月27日発売予定
封入特典： ①サントラCD（約20分予定）

②DVD（声優インタビュー 約40分予定）
■発売元：エイベックス・マーケティング･

コミュニケーションズ(株)
■お問い合わせ先：エイベックス･マーケティング･

コミュニケーションズ(株)
0120-850095（土･日･祝祭日を除く 10:00～18:00）

『テイルズ オブ ファンタジア』
より、過去にコールドキャス
ト完成品で発売された「アー
チェ･クライン」がPVC完成品
で再登場！ 元気でおてんばな
アーチェの“動き”を表現した
造形に注目！

キャラに合わせたビーズが付いたファスナーアクセ
サリー。ルーク、ティア、ジェイド、アニス、ガイ、
ナタリアの6種類。

携帯電話・PHSはもち
ろん、手帳や小物など
お好みの場所に貼って
楽しめます！ 水彩イラ
スト、アニメイラスト
の2種類を発売。

全6巻のシリーズで刊行する集英社の小説
『テイルズオブジアビス』。感動の物語をお
見逃しなく！

『テイルズオブジアビス』
のオリジナルドラマCDが
全4巻のシリーズで発売
中！ 10月にはVol.2が発
売予定。魅力的なキャラ
クターたちが織り成すド
ラマをお楽しみ下さい。

メモを取りながらマウスパッドとして
も使えるアイテムです！ 水彩イラス
ト、アニメイラストを用いた2種類。

『テイルズオブジアビス』より、最愛
の兄が犯した過ちを正すために戦うこ
とを決意した少女「ティア・グランツ」。
その優しさと凛々しさを造形の中に凝
縮し、見事に立体化しているぞ！

テイルズ オブ ファンタジア
PVC製塗装済み
完成品フィギュア
（アーチェ）

テイルズ オブ ファンタジア
PVC製塗装済み
完成品フィギュア
（アーチェ）

テイルズ オブ ジ アビス
PVC製塗装済み
完成品フィギュア
（ティア）

テイルズ オブ ジ アビス
PVC製塗装済み
完成品フィギュア
（ティア）

全4巻予定
Vol.1 発売中
Vol.2 2006年10月25日発売予定
Vol.3 2006年11月22日発売予定
Vol.4 2006年12月22日発売予定
■価格：各2940円（税込）
■発売元：(株)フロンティアワークス
■お問い合わせ先：(株)フロンティアワークス
03-3973-3332（土･日･祝祭日を除く 10:00～17:00）

『テイルズ オブ ジ アビス』のフルカラー
メールガードです。携帯画面に貼って、
覗き見を防止！ 紋章、ルーク＆ミュウの
2種類です。

テイルズ オブ ジ アビス
メールガード
テイルズ オブ ジ アビス
メールガード テイルズ オブ ジ アビス

携帯シール
テイルズ オブ ジ アビス
携帯シール

ドラマCD
「テイルズ オブ ジ アビス」
ドラマCD
「テイルズ オブ ジ アビス」

© NBGI

© NBGI© NBGI

© 藤島康介 © NBGI

© 藤島康介 © NBGI

© 藤島康介 © NBGI

© 藤島康介 © NBGI © 藤島康介 © NBGI

■価　格：735円（税込）
■発売日：2006年10月予定
■発売元：(株)バンダイ
■お問い合わせ先：(株)バンダイ 04-7146-0371
（土・日・祝祭日を除く 10:00～16:00）
http://www.bandai.co.jp/gashapon/

© NBGI

※写真と商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

http://www.animate.co.jp/
http://dash.shueisha.co.jp/
http://www.bandai.co.jp/gashapon/
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住所／〒114-0002
東京都北区王子1-4-1   サンスクエアビル2F
TEL／03-5959-9830
営業時間／10:00～0:00  （年中無休）

アクセス／王子駅から徒歩0分

住所／〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70   なんばパークス6F
TEL／06-6634-3151
営業時間／11:00～23:00（年中無休）

アクセス／南海電鉄「なんば駅」中央口・南口直結
地下鉄「なんば駅」4番出口より徒歩3分

キミをHAPPYな気分にさせちゃう、ごっきげん
なNAMCOLANDがTOKYOに登場！合言葉はも
ちろん「ファンキー！」ゲームでノリ☆ノリ、気分
はアゲ☆アゲ、これはもう、来るっきゃナイッス!!

齋藤ストアマネージャーより一言

★今回はスペシャル！とびっきりの新店2店を紹介するぜ★★今回はスペシャル！とびっきりの新店2店を紹介するぜ★

ナムコランド王子店
東京都 北区

ナムコランド
なんばパークス店

大阪府 浪速区溝上ストアマネージャーより一言
なんばパークス6階に、ナムコランドがドドーンとでっかく
オープン！映画の撮影ロケ現場をイメージした店内には、人
気の最新ゲーム機がもりだくさん！雰囲気に酔いしれるのも
よし、スター気分を味わうのもよし。お待ち合わせにもぜひ
ご利用ください！

恥ずかしがらずにお店のスタッフに「ファンキー！」と声をかけてみよう！スタッフも「ファンキー！」と答えるYO☆恥ずかしがらずにお店のスタッフに「ファンキー！」と声をかけてみよう！スタッフも「ファンキー！」と答えるYO☆
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◆ ◆ ◆ 池袋餃子スタジアム ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆アイスクリームシティ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 東京デザート共和国 ◆ ◆ ◆

“きのこ”をテーマにしたオリジナル餃子
による勝ち抜き戦。優勝店舗は「きのこ餃
子王」として表彰されるのだ！

世界三大珍味のトリュフに、秋の味覚である
“きのこ”をソテーし挟み込んだゼイタクな一品☆

“秋に実りを迎える熟フルーツ”をテーマ
にしたオリジナルアイスを販売。みずみず
しいフルーツの素材感とアイスのコラボ
をお楽しみあれ！

“くり”“さつまいも”“かぼちゃ”など、ぬ
くもり溢れる秋の素材で作り上げられた
絶品デザートを販売！

ここがストリートの入り口だ！どきどきしながら進んでみよう。

新宿の母をセレクト！まるで目の前にいるかのよう。
質問に答えていこう。

シャッキシャキの梨をバニラアイスや
桃と一緒にMAGIC MIX！とっても
ジューシー♪ やったー！これが結果だよ！

カップルで相性も占えるぞ！

11人の占者たち。どの人にしようかな。

若返りの秘宝を取り戻すべく立ち上がれ！

瞬発力が試される「天使のしずく」

脳パワーをチェック！「前頭葉のほこら」

最後の戦いだ！「だーく城の対決」

実年齢とのギャップはいかに！？

※価格はすべて税込みです
※イベント等の内容は予告なく変更になる場合があります

ハサミで切り抜
いて、コマとして
使ってニャ～☆

かぼちゃの優しい甘味
と、とろっとした北海道
クリームチーズの濃厚
な風味が溶け合います。

待つんだニャー☆

ミニアトラクションは
他にもあるぞ！

東京デザート共和国内の＜デザートガー
デン＞では、『日本縦断！チーズケーキ大
捜査線』を開催中！（12月3日（日）まで）
絶品･幻のチーズケーキの祭典です。

バランスを保て！「爆裂魔法陣」

お金を入れて、必要事項を入力しよう。

高級食材“マツタケ”を惜しげもなく
使用した豪華1万円餃子がお目見え！
※ 3日前までに要予約

トリュフときのこのカルボバーガー
550円

トリュフときのこのカルボバーガー
550円

http://www.teamnamja.com/tp/namjatown/
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『塊魂』の“みそ”が大好きです☆☆
カワイイー!

千葉県　田多ミュアさん

『テイルズ オブ ジ アビス』おもしろい
です！主人公たちはもちろん、敵キャ
ラもすごくかわいいです!特に6神将
の皆さまは全員個性的でステキです☆
6神将LOVEです!

島根県　ロリぽっぷさん

つい先日『太鼓の達人8』で、ついに「おにコース」のレベル10の曲をクリ
アできるようになりました。1年ほど前から本格的に遊び始め、その頃はむず
かしいコースの高難易度で失敗する事さえあったのですが、1年でここまで上
達しました。「継続は力なり」とはこのことですね。

静岡県　サンジュラスさん

自分が今ハマッているゲームの中で、PS2ソフト『ナムコミュージアム アーケードHITS！』が
あります。PSP版も持っています。あのなつかしかった思い出にひたりながら遊んでいます。特
に「マッピー」や「ゼビウス」はよくプレイしてました（＾○＾）!!

富山県　ラビット十番ちゃん!!さん

す、すごい！サンジュラスさんに拍手！オイラも『太鼓の達人8』
は大好きだけど、「おにコース」となると頭も手もついていかな
いんだよぅー。継続することって大事なんだな。よし、今日か
ら特訓だー！

今回もイケてる作品がいっぱいだぁ～！
イラストは、官製はがきのサイズでも、それより大きくてもOK！じゃんじゃん
送ってくれよなっ！

『ナムコミュージアム』シリーズは、たくさんのゲームが入っててお得だよね～。
オイラのお気に入りはやっぱり『パックマン』かなあ。誰もが知ってて楽しめる
名作だもん.！

なんてステキな色使いな
んだ、思わず見とれてし
まったぜ！『塊魂』のキ

ャラクターは、ほのぼのしてて和んで
しまうよね。他にもぜひお気に入りを
見つけてくれ！

ロリぽっぷさん、ハガキの
裏側にもかわいいイラスト
描いてくれてどうもありが

とう！お見せできないのがとっても残念！
特にシンクやイオンが好きなんだね。

『.hack//G.U.』の記事をもっと多く取り上げ
て下さい。現在、『.hack//G.U. Vol.1 再誕』
が熱いです。アイテムをコンプリートしたり、
武器育てたり、バイク乗り回したりして楽し
すぎです。Vol.2早く出ないかな～。

大阪府　高石 光子郎さん

『今日からマ王！はじマりの旅』すごく面白そうです!!小説もアニメもマンガも読んで
いる私にとっては…見逃すわけにはいきません!!…っていうか…本音を言えば、ゲーム
のヴォルフラムかわいすぎです！サラレギーもアニメにでてなかったので、すごく気に
なります。欲しいです。今からお金ためようと思っています（遅いですけど…）

熊本県　東夷さん

光子郎さん、お待たせしました！
『.hack//G.U. Vol.2 君想フ声』が
いよいよ発売されるぞ！Vol.1と
同様、たくさん遊んでくれよな。

それと、今回の特集は必見だよ！じっくり読んで、
『.hack//G.U.』の知識をさらに深めちゃおう！

『テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー』が今一番期待＆発売が待ち
遠しいソフトです。テイルズシリーズは欠かさず購入しているので、歴代のキャラ達が
総出演するのは、ファンにはたまりません！このソフトのためにPSP本体も購入予定
です。お金が無いなんて言ってられません！！今日も明日もバイトしてでも必ず買いま
す～テイルズLOVE☆ 神奈川県　夏目 純さん

・ケータイで遊べる『ゼノサーガ パイドパイパー』ですが、正直、ケータイだけにして
おくのはもったいないです！是非NDSとかPSPに移植されないだろうか…と思ってま
す。是非とも検討を！
・ガンプラ工場の記事には感動！全て「MADE IN JAPAN」だったんですね…ク
オリティの高さに納得！ 青森県　歯車さん

うーん、オイラはそんな夏目 純さんにLOVE☆ 今までのシリーズを全部楽
しんでくれてるんだね。バイトいっぱい頑張って、必ず買ってくれよな！遠
くから祈ってるぜー！

たしかに、ケータイで遊べるゲームは画像も内容もどんどんレベルアップ
してるよね！それと、ビィ・ノワーズ1号のガンプラ工場特集は、ものすご
く反響が多かったんだ。改めてガンダムの人気の高さを知ったよ。

おお、熱い思いが伝わってくるな～。で、無事にお金をためてゲットできた
かな？小説やアニメにはなかった展開になることもあるから、東夷さんもさ
らに新鮮な気持ちで楽しめると思うよ！

埼玉県　スタンプーさん沖縄県　湖星光さん 愛知県　さいとう君さん

熊本県　SPARKINGさん 富山県　流火季月さん 沖縄県　祥ちゃんさん

我が家の息子（7才）はナムコ製品をこよなく愛用しています。車が大好きで、ゲームも
やっぱり車。PS2の『レーシング エボリューション』（ちょっと古いかも!!）次々と新し
い製品が出てきて、「今度はどんなゲームソフト買おうか？」毎日楽しみにしています。
息子も、そして私も。。 新潟県　タナべっちさん

オイラも車のゲームは大好きなんだ！『R: RACING EVOLUTION』は車体
もコースもリアルで、根強いファンも多いんだぜ。親子でゲームを楽しめる
ってすごくステキだよね。うらやましいな！

おっす、みんな元気だった？
オイラの大好きな季節がやっ
てきたぜ！スポーツの秋、食
欲の秋、そしてなんといって
もゲームの秋！今回もはりき
っていってみよー！

参加した誰もがヒーローになれる、そんな新しい施設がJR川崎駅前の
「ラゾ－ナ川崎プラザ」4階にオープンするぞ！円谷プロダクション公
認のキッズアミューズメント＆ショップ『ウルトラマンCLUB』や、
キャラクターショー・人気声優のトークショーなどが行われる
『HERO'S STAGE』、オモチャ工場をイメージした空間でキャラクター
グッズを扱う『C2ファクトリー』など、1日では遊び尽くせない楽し
さ！今後のビィ･ノワーズも要チェックなのだ！
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