
3



4 5



6 7



8 9※画面は開発中のものです。

「無双」シリーズを手がけてきたコーエーとバンダイナムコゲームスの2大ソフトメーカーによって、かつてな
いガンダムゲームが誕生！ それが『ガンダム無双』だ！ 次々と迫りくる敵のモビルスーツ（以下、MS）を強力
無比なパワーで迎え撃て！難しい操作は必要なし！□ボタンの連打で一騎当千の爽快感が味わえるぞ！

ウェーブライダーで突撃するZガンダム！
それをゴッドフィンガーで食い止めるゴッ
ドガンダム！ オリジナルモードは、原作
では実現し得なかった燃えるシチュエーシ
ョンに注目！

キュベレイ

ジ･オ

百式
シャア専用ゲルググ

シャア専用ザク

迫りくる1000機のザク！
キミは生きのびることができるか！

プレイステーション3用ソフト　7,800円（税込）

発
売
中

©創通エージェンシー・サンライズ

各作品の登場キャラクターたちが総出演する本作オリジナルのストーリーモード。特定の条件
を満たすと使用できるモビルスーツやキャラクターが増えるぞ。なかには原作でライバルだっ
たキャラクターたちも！ オリジナリティあふれる物語を楽しもう！オリジナルモードオリジナルモード

原作で山場となったシーンを再現したモード。おなじみのセリフはファンならニヤリ！
収録作品は「機動戦士ガンダム」「機動戦士Zガンダム」「機動戦士ガンダムZZ」の3作品だ。

敵にダメージを与えるとSPゲー
ジが増加。ゲージがMAXになれ
ば必殺技「スペシャルアタック」
が使用できる！ 超強力な攻撃で敵
を殲滅だ！

オフィシャルモードオフィシャルモード
ガンダムハンマー

（ガンダム）

月光蝶（∀ガンダム）

ガ
ン
ダ
ム
エ
ピ
オ
ン

マ
ス
タ
ー
ガ
ン
ダ
ム

スペシャルアタックスペシャルアタック

RX-78-2 ガンダム
アムロ･レイ

MSZ-006 Z ガンダム
カミーユ･ビダン

MSZ-010 ZZガンダム
ジュドー･アーシタ

GF-13-017NJ II ゴッドガンダム
ドモン･カッシュ

WD-M01 ∀ガンダム
ロラン･セアック

XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ
ヒイロ･ユイ

RX-78-2 ガンダム
アムロ･レイ

MSZ-006 Z ガンダム
カミーユ･ビダン

RX-178 ガンダムMK-II
カミーユ･ビダン
RX-178 ガンダムMK-II
カミーユ･ビダン

MSZ-010 ZZガンダム
ジュドー･アーシタ

GF-13-017NJ II ゴッドガンダム
ドモン･カッシュ

WD-M01 ∀ガンダム
ロラン･セアック

XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ
ヒイロ･ユイ

キュベレイ

ジ･オ

百式
シャア専用ゲルググ

シャア専用ザク

迫りくる1000機のザク！
キミは生きのびることができるか！

SDキャラでおなじみの武者ガンダムが、カトキ
ハジメ氏のデザインによるリアル等身で登場！
圧倒的な力で群がる敵を蹴散らす！

Illustration：カトキハジメ
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プロ野球 熱スタ2007
プレイステーション2用ソフト
2007年4月5日発売予定　7,140円（税込）

1986年の『プロ野球ファミリースタジアム』発売から20年以上、プロ野球ゲー
ムを世に送り続けるバンダイナムコゲームスのリアル系プロ野球ゲーム最新作が
『プロ野球 熱スタ2007』だ！ シリーズを重ねるごとに進化してきた本シリーズ。
今回も選手たちのグラフィック強化はもちろん、それぞれが持つ個性までもしっ
かり表現！ また、野球中継を見ているかのような実況・解説、カメラワークな
ども改良を加え、さらにリアルなプロ野球世界に没入できるぞ！

※画面は開発中のものです。

右脳の達人 爽解！
まちがいミュージアム2
ニンテンドーDS用ソフト　発売中　3,990円（税込）

簡単操作で“まちがい”さがし！
テンポよく出題される問題で
右脳をフル回転！

ついに登場！ 最新、最強データの
リアルプロ野球ゲーム最新作！

大型新人選手の加入やFA、トレードなどで球界戦力分布図が
大きく様変わりした2007年。最新データに対応した本作で、
今年の激動のプロ野球界を一足早く体験しよう！

前作で好評のファミスタモードが『ファミスタ2007』として再び登場！
最新の選手データや球場データで、懐かしくも熱いファミスタの世界を楽しもう！

多彩なモードで遊び応えたっぷりの『熱スタ2007』。アレンジ
では、オリジナルの選手を自分好みにエディットできちゃうぞ！

『ファミスタ』でおなじみの「ナムコスターズ」が、
インパクト抜群のリアルバージョンでついに登場！
一定の条件を満たせば使用可能になるぞ！

解説：栗山 英樹氏、大塚 光ニ氏
実況：節丸 裕一アナウンサー

リアルな野球の雰囲気は
ここまで進化した！

2007年度最新データ搭載！

“ファミスタ”2007年度版を収録！

たっぷり楽しめる充実のモード！

ナムコスターズ登場！

©2006 2007 NBGI
（社）日本野球機構承認　フランチャイズ13球場公認
NPB BISプロ野球公式記録使用 ABF/JPBOC

※ゲーム内で再現された球場内看板は、2006年プロ野球ペナントシーズン中のデータを基に制作しています。
※画面は開発中のものです。内容に変更がある場合もございます。

2007年度最新データ搭載！

リアルな野球の雰囲気は
ここまで進化した！

ナムコスターズ登場！

“ファミスタ”2007年度版を収録！

たっぷり楽しめる充実のモード！

Webでは無料体験版 公開中！ http://namco-ch.net/matigai_museum2/

1枚のイラストの中に、よーく見な
いと気付かないまちがいが多数。今
作では難易度が調整され、さらにヤ
リごたえがアップ！制限時間はない
からじっくり探そう！

1日1回、まちがいさがしで
健康運・恋愛運・金運が占
えちゃう！ 見つけたまちが
いによって結果が変わるぞ。

DS本体1台で遊べる「時爆」
や早解きを競う「奪取」に加え
「選差」を追加。2～4人でワ
イワイ楽しめるぞ！

対戦相手より早くまちがい
を見つけて○をつければ高
得点。ただし、同じポイン
トに複数のプレイヤーが○
をした場合は、まちがいの
横取りが発生して最後に○
をしたプレイヤーだけの得
点になるから戦略的に！

選 差

新感覚まちがいさがしアクションに待望の続編が登場！まちがい箇所にタッ
チペンで○をつけるだけの簡単操作で、誰でも直感的に楽しめるぞ！ バラ
エティに富んだイラストはすべて新作。出題される問題は10,000問以上！
右脳と反射神経をフルに使ってサクサク解答しよう！

前作で好評の“スクラッチ”や“落ち葉吹き”などのルール
に加えて、バリエーション豊富な新ルールを追加！ 正解
数によってプレイヤーの“右脳指数”も測定してくれます。

真っ暗な下画面をペンでタッチすると、
その部分が明るくなる！ 暗くなってし
まう前にまちがいを探そう！

サーチライト
画面に表示された動物の鳴き声をマイ
クに向かって叫べ！ 画面を覆う鳥が
飛び立ったらまちがいを探そう！

動物声まね

ステージをクリアするとボス登場！
横へスクロールする画面の中から10
個のまちがいをみつけだせ！

ボスステージ

ルールは簡単！
“まちがい”を見つけて
○をつけるだけ！

下画面

上画面

“まちがい”
部分

ノルマ数 残り時間
※他にも新しい新ルールが
たくさん！

http://namco-ch.net/matigai_museum2
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新たなる戦場を友と駆けろ、ガンダム！新たなる戦場を友と駆けろ、ガンダム！
アニメ『機動戦士ガンダムSEED』に登場するモビルスーツを操作して2対2で
戦う人気対戦アクションがPSPで登場！ アドホックモードに対応し、2～4人
での対戦・協力プレイを実現！ また1人用では、やりこみ度の高いミッション
モードも追加されているぞ！

機動戦士ガンダムSEED
連合VS. Z.A.F.T.  PORTABLE
2007年4月5日発売予定　5,040円（税込）

武装アイコンの下にゲージがある機体は
チャージショットが使用できる。強力攻
撃で大ダメージを与えろ！

使用可能なモビルスーツは50種類以上！PS2
版では隠し扱いだった『SEED DESTINY』の
機体も最初から選択できる！

地球連合軍かザフトの一兵士となって、次々とミッシ
ョンを攻略していく1人用のモード。さまざまな条件
下で勝利せよ！

©創通エージェンシー・サンライズ・毎日放送

ことばのパズル
もじぴったんDS
ニンテンドーDS用ソフト　2,940円（税込） 発売中

もじをピタッとくっつけて言葉を作る『もじぴったん』がDSで登場！
タッチペン1本の簡単操作で、ますますお手軽に楽しめるよ！ 遊びな
がら常識や雑学がちょっと身についちゃう新モード「タッチ図鑑＋ク
イズ」など新要素もたっぷり。ソフト２本で遊べるワイヤレス対戦は
もちろん、ソフト1本とDS本体2台で
のDSダウンロードプレイもできるよ！

今度
こんど

のたまごっちはロールプレイングゲー

ムで登場
とうじょう

！たまごっち星
せい

から消
き

えちゃった

虹
にじ

を取
と

り戻
もど

すため、まめっち・めめっち・く

ちぱっちが冒険
ぼうけん

に出発
しゅっぱつ

！ DSの画面
がめん

にタッ

チして、かわいいたまごっちたちと会話
かいわ

して

仲良
なかよ

くなったり、いろいろなミニゲームに

挑戦
ちょうせん

しながらドタバタ冒険
ぼうけん

を楽
たの

しもう！
©BANDAI・WiZ 2004 ©2007 NBGI

©二ノ宮知子/講談社 ©二ノ宮知子･講談社/のだめカンタービレ製作委員会 ©2007 NBGI

触って、話して、遊んで、知って
たまごっちの世界を
思いっきり楽しもう！

触
さわ

って、話
はな

して、遊
あそ

んで、知
し

って
たまごっちの世界

せかい

を
思
おも

いっきり楽
たの

しもう！

たまごっちの
アッパレ！にじべんちゃー
ニンテンドーDS用ソフト　5,040円　発売中

ステージごとの条件を満たして、どんどん
クリアしよう。作る言葉は自分のヒラメキ
次第！ 思いついたら「もじブロック」を
置いてみよう！

収録されている言葉は10万語以上！
「えっ！そんなのまで!?」という言葉
もたっくさん収録！

無料おためし版公開中！
もじぴったんうぇぶはコチラ
http://namco-ch.net/mojipittan/

コトバの連鎖が気持ちイイ！
知的好奇心くすぐり系パズルゲーム！

困
こま

っている人
ひと

がいたら助
たす

けてあげよう！

これはバラバラになった絵
え

をなおすパズ

ルのミニゲームだよ。

町
まち

にはたくさんのたまごっち達
たち

がいるよ。

画面
が め ん

をタッチすると会話
か い わ

がスタート！ い

ろいろ話
はな

して友達
ともだち

を増
ふ

やそう！

チャージショットチャージショット

敵に攻撃を当てたりダメージを受けると覚醒ゲージが上昇。
MAXになったら“覚醒“のチャンス！ 覚醒発動中は機体
の能力が飛躍的にアップ！ 一発逆転も狙える！

覚 醒覚 醒

協力アーケード2～4人対戦

通信プレイ通信プレイ

のだめファンの皆様、お待たせいたし
ました！のだめワールドを堪能できる
DSソフトがついに登場！個性豊かなキ
ャラクターたちとの会話を楽しみなが
ら、エピソードを進めていこう。楽曲
を演奏する「コンサートモード」や5つ
のミニゲームも収録されてるよ。クラ
シックを知っている人でも、知らない
人でも、気軽に何度でも遊べマス♪

のだめカンタービレ
ニンテンドーDS用ソフト
2007年4月19日発売予定　5,040円（税込）

ぎゃぼーっ！こんなに楽しめる
クラシックゲーム、初めてデスー♪

MAP上から行き先を選択。ゲームオ
リジナルのエピソードもたっぷり！

コンサートはアドベンチャーのエピソード中に
発生。指示アイコンに合わせてタイミングよく
タッチし、演奏しよう。一回演奏した曲は、コ
ンサートモードで単独でも楽しめます。

※ミニゲーム「太鼓の達人 いくわよ！のだめスペシャル」については、17ページでも紹介されてマス♪※ミニゲーム「太鼓の達人 いくわよ！のだめスペシャル」については、17ページでも紹介されてマス♪

2人でチームを組みアーケードモ
ードを攻略！ ステージ9をクリア
した時、どちらかのプレイヤーの
評価が「SEED」ならばEXステー
ジが出現！ 強敵を迎え撃て！

2～4人でさまざまなシチュエー
ションでの対戦が楽しめる。ミー
ティアなどのモビルアーマーも使
用できるぞ！

ミッションモードミッションモード

PSP版ではアドホックモードを使用して、アーケード版さながらの対戦・協力プレイが可能だ！

http://namco-ch.net/mojipittan
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※画面は開発中のものです。

テイルズオブファンダムVol.2
プレイステーション2用ソフト　2007年夏発売予定　価格未定

2002年1月に発売された『テイルズ オブ』ファンのための
ファンディスク『テイルズ オブファンダムVol.1』から5年、
ついに待望の『Vol.2』が登場です！ 本作では藤島康介
氏のデザインしたキャラクター達が出演。アドベンチャー
パートの「ボイスアドベンチャー」では、『テイルズ オブ』フ
ァンなら知っておきたい外伝や秘話が盛りだくさん！
その他にもお楽しみコンテンツが満載ですよ！

その他にも･･･!?

あのファンディスクが再び登場！

14 © 藤島康介 © NBGI

多種多様な感情表現をするキャラ
クターイラストが、豪華声優陣の
ボイスで華やかに彩られる！

物語の途中では選択肢が出ることも。
どれを選んだかによって、その後の展
開に変化がありそう！

ク
レ
ス
・
ア
ル
ベ
イ
ン

藤
林
す
ず

チ
ェ
ス
タ
ー
・
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ー
ク
ラ
イ
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ア
ー
チ
ェ
・
ク
ラ
イ
ン

ミ
ン
ト
・
ア
ド
ネ
ー
ド

ク
ラ
ー
ス
・
F
・
レ
ス
タ
ー

エルフの里の森から、こっそりアーチェが採ってきたキノコ。
そのキノコを入れたミント特製シチューを皆で食べた次の日から…
アーチェとチェスターの仲が悪かった頃のお話。

ファンタジア編

クラトスの行動原理、心の拠り所とは…　本編では決して多
く語られることの無かったクラトスの過去。四千年前の仲間
たちと過ごした日 と々共に、今、語られる時が来た。

シンフォニア編

ティアがまだ幼かった頃、兄と交わした約束…　神託の盾
オ ラ ク ル

騎
士団入団を目指すティアに訪れる様々な障害。そして彼女が
“揺るぎ無い決意”を心に秘めて旅立つまでが描かれる。

アビス（ティア）編

マルクト帝国に烈震！！ ジェイド・ガイ・アニス＋雪国育ち
の幼なじみ（←約2名）が織り成す、国も揺るがす大騒動！？
騒動が昂じて、ジェイドが本気で怒る…かも？

アビス（ジェイド）編

SFC：スーパーファミコン、PS：プレイステーション、GBA：ゲームボーイアドバンス、
PSP：プレイステーション・ポータブル、GC：ゲームキューブ、PS2：プレイステーション2
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ル
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プ
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ア
・
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ン
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テ
ィ
ー
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リ
フ
ィ
ル
・
セ
イ
ジ

GC版 2003年、PS2版 2004年

SFC版 1995年、PS版 1998年、GBA版 2003年、PSP版 2006年
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PS2版 2005年



■発売日：第1巻 6月8日　第2巻 8月10日
第3巻 2007年秋予定　第4巻 2007年冬予定
■価　格：通常版 (品番：FCBT-0013) 5880円（税込）
初回限定版 コレクターズ･エディション

(品番：FCBT-0009) 7980円（税込）
初回限定版 エクスフィア･エディション

(品番：FG-8006) 7980円（税込）
■発売元：(株)フロンティアワークス
■お問い合わせ先：03-3973-3332
（土･日･祝祭日を除く 10:00～17:00）

© 藤島康介 © NBGI © T.O.S製作委員会

『レディアントマイソロジー』の
オリジナルサントラCDが好評発
売中！ 全ての楽曲に加え、植村花
菜さんが歌う主題歌「光と影」と
エンディング曲「紙ヒコーキ」を
フルサイズで収録。まさに完璧版
のサントラです！

■価　格：3,150円（税込） 発売中
■品　番：KICA-1433～34
■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）

© いのまたむつみ © 藤島康介 © NBGI

『テイルズ オブ ジ アビス』の
トクナガがぬいぐるみになり
ました。これがあれば、あな
たも気分はもうアニス！！

テイルズ オブ ジ アビス
トクナガぬいぐるみ
テイルズ オブ ジ アビス
トクナガぬいぐるみ

■価　格：200円（税込）
■発売日：2007年4月予定
■メーカー：(株)バンダイ
■お問い合わせ先：
(株)バンダイ お客様相談センター
04-7148-5571

（土･日･祝祭日を除く 10:00～16:00）
http://www.bandai.co.jp/gashapon/

© NBGI

「サウンドロップ」はボタンを
押すとスピーカーから音楽、
効果音、セリフなどが流れる
人気のカプセル玩具。このシ
リーズにナムコ名作タイトル
が登場！懐かしのサウンドが
手のひらでよみがえります！

■価　格：2,940円（税込）
■発売日：2007年6月頃予定
■発売元：(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 10:00～17:00）

© 藤島康介 © NBGI

テイルズ オブ ザ ワールド
レディアント マイソロジー
オリジナル･サウンドトラック

テイルズ オブ ザ ワールド
レディアント マイソロジー
オリジナル･サウンドトラック
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※この画像は製作中の
ものであるため、実際
の商品と多少異なる可
能性があります。

OVA
テイルズオブシンフォニア
THE ANIMATION

OVA
テイルズオブシンフォニア
THE ANIMATION
『テイルズオブシンフォニア』が全4巻のOVA
でついに登場！商品は3バージョンで発売され、
2種類の初回限定版には異なる特典をセット。
詳細は公式ホームページでチェック！　
http://ova-tos.com/

全8種類

全6種類

サウンドロップ
ナムコクラシックス
サウンドロップ
ナムコクラシックス

『テイルズ オブ ジ アビス』
のキャラクターが金属製の根
付になりました。これまでの
『テイルズ オブ』グッズとは
ひと味ちがうアイテム！ ス
トラップなどに最適です！

■価　格：各420円（税込）
■発売日：2007年4月末予定
■発売元：(株)長谷部
■お問い合わせ先：(株)長谷部
03-5209-2001
（土･日･祝祭日を除く 9:00～17:30）

© 藤島康介 © NBGI

テイルズ オブ ジ アビス
メタル根付
テイルズ オブ ジ アビス
メタル根付

※写真はデザインです。
実際の商品とは異なります。 テイルズ オブ ジ アビス・

テイルズ オブ デスティニー
グラフィックタオル

テイルズ オブ ジ アビス・
テイルズ オブ デスティニー
グラフィックタオル

■価　格：各3,150円（税込）
■発売日：2007年3月予定
■発売元：(株)ヴィジョンズ
■ヴィジョンズオンラインショップ
http://www.visionsinc.co.jp/
■お問い合わせ先：075-253-5663
（土･日･祝祭日を除く 10:00～17:00）

『テイルズ オブ』シリーズの
マイクロファイバータオル
第1弾。『アビス』と『デス
ティニー』から3種類ずつ計
6種類がラインナップです！
サイズ：400×900mm

© いのまたむつみ © NBGI

© 藤島康介 © NBGI

■価　格：3,150円（税込）+送料500円（一律）
■お申し込み期間：2007年5月7日～2007年7月6日
※期間限定・予約販売のみ。商品お届けは8月中旬以降の予定。

■発売元：(株)ヴィジョンズ
■ヴィジョンズオンラインショップ　http://www.visionsinc.co.jp/
■お問い合わせ先：075-253-5663
（土･日･祝祭日を除く 10:00～17:00）

© いのまたむつみ © NBGI

テイルズ オブ デスティニー
フレーム切手
テイルズ オブ デスティニー　
フレーム切手 『テイルズ オブ デスティニー』

が美しいフレーム切手になりま
した。オリジナル特製フォルダ
ーにセットした期間限定での予
約販売です。お見逃しなく！

http://ova-tos.com
http://www.bandai.co.jp/gashapon
http://www.visionsinc.co.jp
http://www.visionsinc.co.jp
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ジューシーポーリィイエーイ！と知る人ぞ知る挨拶ではじま
りました、これまた知る人ぞ知る、一部のマニアに人気？の
サイトブログ出張版でございます。春も近づきましたが皆様
の熱いご支持により、アイマスワールドは相も変わらず着々
と地球を侵略中でアリます！（某軍曹風）というわけで、あい
かわらずCDが出たり、ラジオもますますテンション高めで
あったり、ゲームも毎月アイテム配信したり、さらにはバン
ダイナムコグループらしくアニメ放送開始！ であったりと拡
大傾向に拍車がかかっておりますが、混沌の中からこそ新し
いモノが生まれると信じて行っちゃいますよ？（弱気）では皆
様、次回も元気で！ さよなら、さよなら、さよなら～（旧い）

話題のアニメ「アイドルマスター
XENOGLOSSIA」が、2007年4月
よりU局系ほかにて放送開始！
ゲームとは別の世界観で、春香たち
は巨大ロボ「 iDOL」にどうやって関
わっていくのか!? 乞うご期待！

■THE IDOLM@STER MASTER BOX II
Xbox 360で追加された新曲6曲の全キャラバージョンをはじめと
した合計76ヴァージョンを収録！ ファン必携のアイテムです！

価　格：6,000円（税込）2007年4月4日発売予定
品　番：XT-2441～3
発売元：コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

和風テイストな衣装です。ボーカルイメ
ージがUP！

■DJCD ラジオdeアイマSHOW！
アニメイトTV（http://www.animate.tv/）で絶賛放映中の『ラ
ジオdeアイマSHOW！』。番組の魅力と新録音をたっぷり詰め込
んだDJCDは第4弾まで発売決定！

『DJCD ラジオdeアイマSHOW！』
Vol.1～3好評発売中／Vol.4 2007年4月25日発売
価　格：各3,150円（税込）
※Vol.1,2は限定版もあります（各3,675円・税込）
発売元：(株)フロンティアワークス
販売協力：ジェネオン エンタテインメント(株)

ついにスタート！
「アイドルマスター
XENOGLOSSIA」

★カタログ創刊号 おすすめアイテム★
ジャパニーズウェーブ

大好評のXbox 360『アイドルマスター』。みなさんはもう体験してくれましたか!?
Xbox Liveのマーケットプレースではダウンロードコンテンツを配信中！ 「765ショッ
プ」の「カタログ」から気に入った衣装やアクセサリーを購入し、まごころこめてプロデ
ュースしたアイドルたちを、かわいく・おもしろく(!?)ドレスアップしてください！

Xbox 360『アイドルマスター』

http://www.sunrise-inc.co.jp/idolmaster/ ©サンライズ・バンダイビジュアル

500
マイクロソフト
ポイント

ワルキューレの伝説シリーズの一つです。
ボーカルイメージがUP！

金の胸当て

200
マイクロソフト
ポイント

ウマシリーズの一つ。宴会には欠かせな
い！ ダンスイメージがUP！

※カタログに記載されているアイテムの購入には、Xbox Liveへの接続
が必要です。詳細は取扱説明書または公式サイト「THE IDOLM@STER
WEB」をご覧ください。
http://www.idolmaster.jp/
※Xbox Live およびマーケットプレ－スの仕様や接続方法、動作環境の詳
細に関しましてはマイクロソフト株式会社の「Xbox Liveホームページ」
にてご確認ください。
http://www.xbox.com/ja-jp/live/

★カタログ第2号 おすすめアイテム★
ウマのかぶりもの

200
マイクロソフト
ポイント

学生服をイメージした衣装。何のイメージ
がUPするかはお楽しみ！

スクールウェア

1000
マイクロソフト
ポイント

体操着をイメージした衣装。何のイメー
ジがUPするかはお楽しみ！

★カタログ第3号 おすすめアイテム★
エクササイズウェア

1000
マイクロソフト
ポイント

穴掘りシリーズの一つ。変身はできま
せん！ ビジュアルイメージがUP！

ドリラー印のベルト

200
マイクロソフト
ポイント

★THE IDOLM@STER WEB http://www.idolmaster.jp/  ★オフィシャルグッズショップ　http://shop.765.jp/idolmaster/

http://www.animate.tv
http://www.sunrise-inc.co.jp/idolmaster
http://www.idolmaster.jp
http://www.xbox.com/ja-jp/live
http://www.idolmaster.jp
http://shop.765.jp/idolmaster
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今回は『太鼓の達人』シリーズではなく、ちょっ
と変わったところで遊べる『太鼓の達人』をご紹
介するドン。こういう形で、色々な人が和太鼓に
興味を持ってもらえれば、ぼくも感無量だドン!!
ちなみに次のページでは、『メダルの達人』の待望
の続編もご紹介しているので、こちらも要チェッ
クだドン！

ビーナ（Beena）とは、(株)セガトイズが発売しているキッズコンピュータです。専用の絵本ソフトをセットして、テレ
ビに接続すると、ゲームや学習を楽しめます。
『太鼓の達人 おんがくレッスン』は、ビーナで演奏ゲームが楽しめる絵本ソフトです。おなじみの童謡を中心に40曲を
収録し、難易度は小さなお子様でも遊べるように調整されています。さらに、多彩なミニゲーム、お絵かき、作曲などがで
き、お子様の感性を育てることができます。お子様が遊ぶはずが、お父様お母様の方が夢中になっちゃうかも!?

『のだめカンタービレ』
の原作中で、ティンパ
ニーの真澄ちゃんが
『太鼓の達人』をプレイ
するシーンがあったが、
ニンテンドーDS用
『のだめカンタービレ』
でも、ミニゲームとし
て「太鼓の達人 いくわ
よ！のだめスペシャル」
が遊べるぞ。収録曲は
「プリごろ太マーチ」な
ど全5曲だ。

テレビアニメ『のだめカンタービレ』の4月放送分のいずれか
の回で『太鼓の達人』が登場予定！
放送時間・地域などの詳しい情報は公式HPをチェック！
http://www.nodame-anime.com/

アンパンマンのマーチ
われはうみのこ
かえるのがっしょう
シャボンだま
かたつむり
やまのおんがくか
こいのぼり
はと
あんたがたどこさ
おんまはみんな
ハグしちゃお
おおきなくりのきのしたで
ねこふんじゃった
きらきらぼし
せんろはつづくよどこまでも
もりのくまさん
きしゃポッポ
むしのこえ
とおりゃんせ
おべんとうばこのうた
TOGETHER
ゆき
しあわせならてをたたこう
ジングルベル
きよしこのよる
むすんでひらいて
げんこつやまのたぬきさん
ずいずいずっころばし
ももたろう
うらしまたろう
おおきなふるどけい
ぶんぶんぶん
ロンドンばし
しずかなこはん
ちょうちょう
クラリネットをこわしちゃった
メリーさんのひつじ
10にんのインディアン
はるがきた
はるよこい

© 二ノ宮知子/講談社　© 二ノ宮知子・講談社/のだめカンタービレ製作委員会　© 2007 NBGI

© NBGI
BANDAI 2007 MADE IN CHINA

「プリごろ太マーチ」は、マーチ曲として作曲しているので、「太鼓の達人」とは相性が良いと思っていました。
プレイしてみて、画面の下で踊っている四人がなんとも言えず良い味を出していて素晴らしいです。他にも、プ
リリンやカリー、マングースまでいるあたりも好きです。ナビゲーション画面で真澄ちゃんが出てくるあたりも
良く作品を理解されて作りこまれているところに感心しました。（カサヰケンイチ監督）

太鼓の達人 おんがくレッスン

分類：知育ソフト
発売元：株式会社バンダイ　
価格：5,229円（税込）
発売日：2007年4月中旬(予定)
問合せ先：株式会社バンダイお客様相談センター
TEL：04-7146-0371
（土･日･祝日を除く　10:00～16:00）

オレ様の華麗な演奏も楽しめる
DS『のだめカンタービレ』について、
詳しくはP12を見てくれ。

「えんそうゲーム」は2人で一緒に遊ぶこともできます。 音楽にまつわるミニゲームが9種類入っています。

簡単操作で作曲もできます。 ピアノやギターなど、色々な楽器での
演奏を楽しめます。

お絵かきもできます。スタンプや、ぬり絵も
楽しいですよ。

http://www.nodame-anime.com
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ステージの季節に応じて異なるイベントが発生！
春は「花をうえるドン」。

誰かがゴールすると季節が変わるよ。
冬は「雪だるまをつくるドン」。

テツオやはなちゃん達が仲間になって、
様々なサポートをしてくれるよ。

「おみくじ所」では、結果に応じて、
すずどんが仲間になるぞ！

「宝箱はミミックだったドン」 ミミックを
倒せばメダルゲットだ！

「走行距離ジャックポット」 走行距離が
777ぴったりになれば大当たり！

ワルメカドンのいる駅に突っ込め！
他のプレイヤーも合流せよ！

最強のボスには5人全員で
立ち向かえ！

サイコロを投げて攻撃だ！力をあわせれば
怖くない！

業務用
メダルゲーム
2007年2月
稼動開始

タマゴから生まれる！ 目的地をこわす！ゴール不可能！ アイテムを食べる！

炎で黒コゲに！

日本の平和を乱すワルメカドンが
登場！皆で協力して立ち向かえ！

© 1985 Nintendo
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オラのメダルゲームが出たゾ～。
大好きなお菓子「チョコビ」についているオマケの
シールで当たりが出ると、「アクション仮面ショー」
にいけるんだゾ～。オラ、アクション仮面ショーの
ためなら、おつかいだって行くゾ～。
オラや父ちゃん母ちゃんがしゃべりまくる、見てる
だけでも楽しいメダルゲーム、やればぁ～？

クレヨンしんちゃん
チョコビハンターしんのすけ

※画面は開発中のものです。 ©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

業務用
メダルゲーム

お使いの途中でいろんな人に会うゾ。
お姉さん、オラとお茶でもどう～？

こんなキュートなオラの姿もたくさん見れるゾ～。

オラもアクション仮面といっしょに戦うゾ～！ つかまったらフィーバー終了。
通常モードに戻るゾ～。

チョコビをもらったゾ。オマケのシールは何かな～？

友達に会うと、「チャレ
ンジゲーム」のチャン
ス。クリアすればメダ
ルゲットだゾ！

おつかいに行って、チョコビをゲットするん
だゾ～。チャレンジゲームをクリアしたり、
おつかいを達成すると、メダルがもらえるゾ。

大当たり!!! 5枚で当たり!! 100枚 50枚 30枚 10枚 1～？枚 はずれ

チョコビのオマケのシールだゾ。
種類に応じてメダルがもらえるゾ。
「アクション仮面」か、「郷剛太郎」5枚で、
アクション仮面ショーにご招待されるゾ～！

フィーバーモードだゾ～。
オラが暴れるたびにメダルがどんどんもらえるゾ！
運がよければいつまでも続くゾ～！

好評
稼働中

20

http://gundam-kizuna.jp
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©BANDAI･WiZ 2004 ©2006-2007 NAMCO BANDAI Games inc.

3D対戦格闘ゲームの最高峰、
『鉄拳』シリーズの最新作！
プレイステーション3基板の採用によって、
映像は次世代クオリティに突入！
キャラクター数はシリーズ最大！
新ビジュアルカスタマイズも搭載！

漫画「湾岸ミッドナイト」の世界を体感できるレースゲームシリーズ最新作がついに幕を開ける！ 今作では
新たに分身対戦モードを搭載！ もちろん好評のストーリーモード、乱入対戦モード、10人抜きモード、タ
イムアタックモードもパワーアップしているぞ！ また、新車種や新コース（湾岸線、横羽線、大阪）を追加！
音楽はシリーズでおなじみの古代祐三氏を起用。ハイスピードトランスが熱いバトルを盛り上げる！

漫画「湾岸ミッドナイト」の世界を体感できるレースゲームシリーズ最新作がついに幕を開ける！ 今作では
新たに分身対戦モードを搭載！ もちろん好評のストーリーモード、乱入対戦モード、10人抜きモード、タ
イムアタックモードもパワーアップしているぞ！ また、新車種や新コース（湾岸線、横羽線、大阪）を追加！
音楽はシリーズでおなじみの古代祐三氏を起用。ハイスピードトランスが熱いバトルを盛り上げる！

テスト設置を経てついにリリースさ
れるネットワーク型リアルタイム戦
略ゲーム。星々をラインでつなぐ「ス
ターライン」システムにより、シンプ
ルかつ奥の深いゲーム性を実現！
『カウンターストライクネオ』の筐体
の追加コンテンツとして登場するぞ。

陸･海･空の動物たちがもし戦っ
たら、いったい誰が強いのか？
そんな夢のような、そして大ス
ケールのバトルを楽しめるのが
このゲーム。集めたカードをス
キャンすると、画面に動物が現
れて戦うのだ。

たまごっちと一緒に写った「め
ちゃカワなしゃしんシール」が
作れる「たまごっちとたまツー
しょっと！アーップ！」が新登
場！シールをハサミで切って貼
って、いろんなものをかわいく
デコッちゃおう！

新キャラクター参戦！ シンプルなルールで通信対戦（最大8名）が楽しい！

ナムコのSFゲームをベースにした世界設定！ナムコのSFゲームをベースにした世界設定！

お子様にも分かりやすい操作で大迫力バトル！
めちゃカワなシール帳を作ろう！

めちゃカワなシール帳の出来上がり！

ほかにも追加キャラクターが !?

Za
fin
a

ザ
フ
ィ
ー
ナ

シールをハサミで切って、
シール帳に貼ると･･･

BEFORE AFTER

ニュースペースオーダー鉄拳6（仮称）

アニマルカイザー パシャパシャシール たまごっちとたまツーしょっと！アーップ！

新ビジュアルカスタマイズ！新ビジュアルカスタマイズ！
こ
れ
は
も
う
別
キ
ャ
ラ
!?

公式サイトで読むアニメ連載中！
http://www.newspaceorder.com/

AOU2007アミューズメント･エキスポ
出展マシン紹介

2007年2月17日、業務用ゲームや景品の展示会で
ある「AOU2007 アミューズメント・エキスポ」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。全国のアミューズメン
トスポットに登場するまで、もうすこし待っててね！

湾岸ミッドナイト マキシマムチューン3

乱入対戦モード
シリーズでおなじみの乱入対戦モ
ードには「自由分岐システム」を導
入。分岐地点をトップで通過したプ
レイヤーが進路を選ぶことができ
るのだ！ マシンセッティングも重
要になり、対戦がさらに熱くなる！

ストーリーモード

本ゲーム内容については版権元様監修中につき、内容が変更される場合があります。

ストーリーモードでは「湾岸ミッ
ドナイト」の世界を再現。今作で
はライバルが途中で合流したり、
後方から追い上げてくるといった
演出も強化！ 原作キャラクター
たちとのバトルに勝利し、820馬
力フルチューンをめざせ！

分身対戦モード
新モード

ノーマル状態 エアロパーツ装備状態 ボディ全塗装＆ステッカー装着状態

プレイ後は成績に応じてドレスアップパーツをゲット！ 自分好みのマシンに仕上げよう！プレイ後は成績に応じてドレスアップパーツをゲット！ 自分好みのマシンに仕上げよう！

新たに登場した「分身対戦モード」は、友人の「分身」を呼び
出して対戦ができる！「分身」とは、プレイするごとにゲー
ム側がプレイヤー1人1人のクセを記憶して、その“走り”を
再現してくれるシステム。だから友人がその場にいなくて
も、本当に対戦しているような感覚が味わえるのだ！

最速の分身を倒せば各コースに1つしかない王冠を獲得。
ただし自分の分身が敗れたら剥奪されてしまう！ リベン
ジ戦で取り戻せ！

プレイヤーの走りのクセを覚えている分身。ゴースト
ではなく実体なので、ぶつけあうこともできる！

対戦相手は友人リストや自分の分身を倒した相手、
またライバルのレベルなどから選ぶことができる。

2007年夏
稼動予定覚醒する 体の芯から何かが目をさます

ゆっくり･･･ そして確実に―
覚醒する 体の芯から何かが目をさます
ゆっくり･･･ そして確実に―（湾岸ミッドナイト コミックス20巻より）

C1外回り
芝公園スタートの例

フィニッシュ地点は5ヶ所！
行き先はトップが決める！

http://www.newspaceorder.com
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塊魂くん

アクションゲーム

ワルキューレ
の栄光

アクション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。
※「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。

対応機種：FOMA902iシリーズ以降

対応機種：FOMA900iシリーズ以降

対応機種：FOMA900iシリーズ以降、703iシリーズ

毎年恒例となった新シリーズ、『ファミスタ
モバイル 07』が堂々登場！プロ野球12球
団の実名チーム、実名選手で遊ぶ事ができ
る。2006年版と比べて、使用できる選手
が一気に増加し総勢800名以上！これは、
1軍･2軍所属の全選手に相当するぞ。だ
からこそペナントレースをリアルに体験
できるんだ。

ファミスタモバイル
07

野球ゲーム

© 1986-2007 NBGI (社)日本野球機構承認 NPB BIS プロ野球公式記録使用

© 2007 NBGI

© 2003-2006 NBGI

今春
配信開始!!
月額315円
（ 税 込 ）

今春
配信開始!!
月額315円
（ 税 込 ）

好評
配信中!!
月額315円
（ 税 込 ）

このモードで塊を転がす
コツをつかめ！

ゲーム中に巻き込んだアイテムやキャラ
クターは「素敵コレクション」に保存され、
閲覧することができるんだ。

制限時間ナシ！ノルマサイズ以上を目
標に、とにかく塊を転がし続けるのだ。

設定されている制限時間内でひたすら
塊を大きくしていくモード。

あんなモノやこんなモノまで
巻き込んでいく痛快さ！

ジャンプしたり、ダッシュで
勢いをつけたりもできるぞ。

転がしていくうちに、どんどん
スケールが大きくなってすごい
ことに。

雪だるまを転がす要領で、小
さな塊を大きくしていこう。

朝、昼、夜。ステージごとに
変化する背景にもご注目！

実績を全国ランキングに反映させて
他ユーザーと競うこともできるぞ。

あのワルキューレシリーズに待望の新作が登場。今回の物語は、無限の
時を刻む世界「マーベルランド」で起こる数々の異変をワルキューレが解
決し、その真相に迫るお話だ。

ワルキューレシリーズ、携帯で復活！！ワルキューレシリーズ、携帯で復活！！

操作方法が画面に表示され、あらゆる場面での塊の転がし方を実
際に練習することができる。まずはここからスタートすべし！

緑豊かなマーベルランドに広がる緩
やかな草原地帯。遠くには山々も…。

様々な魔物が生息するサンドラの森。
ちょっかいを出すと、手痛いしっぺ返しが。

いたる所で溶岩が噴出する灼熱の洞窟。
不用意に足を踏み入れると黒コゲになるぞ！

宝をもとめて広大な地底湖を探索。
湖の奥にはいったい何が…。

今年もやっぱりプロ野球がアツイ！今年もやっぱりプロ野球がアツイ！

王様

王子
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http://www.gaust.jp
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住所／〒920-0849
石川県金沢市堀川新町3-1 金沢フォーラス5階
TEL／076-265-3603
営業時間／10:00～23:00  （不定休）

ナムコランド ヴィーナスステージ店
石川県 金沢市

ナムコランド三宮店 ナムコランド仙台一番町店

ナムコランド佐賀店 ナムコランドホームズ蘇我店

ここはワンランク上の快適空間！
女性のお客様も安心してゆったり
とお楽しみいただけます。もちろ
んデートにも最適！ヴィーナス気
分を味わってみてはいかが？

『機動戦士ガンダム　戦場の絆』、メダルゲーム＆
景品ゲームでお楽しみ頂ける1号館、ビデオと最
新シール機の2号館！離れてはいますが、スタッ
フ同志の絆は強くかたーく結ばれております。

東北一の歓楽街「国分町」のすぐそばにオープンしま
した！気軽に「楽しむ」「遊ぶ」「満足する」そんなお店
を目指して！スタッフ一同ご来店お待ちしております。

コンセプトはズバリ『冒険』！プレイエリアによって様々
な雰囲気が味わえちゃいます♪楽しいゲーム機も目白
押し！ゆかいなスタッフと遊びの冒険に出かけよう！

当店のイチオシは、なんといっても「FanFunパーク」！
ボールプールやフアフアで思いっきり楽しんじゃおう！
他にもいろいろ揃えてお待ちしてま～す！

同フロアに人気テーマパークもあるよ！同フロアに人気テーマパークもあるよ！

お腹も満足♪『金沢デザートフォレスト』 身体も満足♪『金沢りらくの森』

※すべてアミューズメント用景品（非売品）

※景品の入荷時期は店舗によって異なります。
また、店舗によっては入荷の無い場合もござ
います。あらかじめご了承ください。

これから登場する
注目の景品をご紹介！

★続々とオープンした個性あふれる新店を、一挙に紹介していくぜ★★続々とオープンした個性あふれる新店を、一挙に紹介していくぜ★

ポケットモンスターダイヤモンド＆パール
スーパーDXぬいぐるみ
～ポッチャマ＆ポッタイシ～

獣拳戦隊ゲキレンジャー
ビッグサイズソフビフィギュア
インブリスター2

仮面ライダー電王
ビッグサイズソフビフィギュア
インブリスター2

ポケットモンスターダイヤモンド＆パール
スーパーDXぬいぐるみ
～ポッチャマ＆ポッタイシ～

獣拳戦隊ゲキレンジャー
ビッグサイズソフビフィギュア
インブリスター2

仮面ライダー電王
ビッグサイズソフビフィギュア
インブリスター2

『ポケモンころぬいげっと 春の
キャンペーン』対象アイテム。

それぞれが使用する武器を手に
持つ、精巧なフィギュアなのだ。

「電王ソードフォーム」は変身用パス
カードをかざすシーンを再現！

景品についてのお問い合わせ
バンプレストお客様相談センター　
04-7148-5811（平日10:00～16:00）

プライズ

住所／〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通1-1-1
TEL／078-391-3731 （阪急三宮駅の真下！）
営業時間／10:00～24:00（年中無休）

住所／〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町4-2-10
仙台東映プラザビルB1F
（地下鉄 広瀬通駅より徒歩2分）
TEL／022-266-5825
営業時間／10:00～24:00（年中無休）

住所／〒849-0915
佐賀県佐賀市兵庫町兵庫北土地区画整理事業地内22街区　ゆめタウン2F
TEL／0952-36-8225 （JR佐賀駅南口よりバスで約15分）
営業時間／10:00～22:00（不定休 ※ゆめタウンの休業日に準じます）

住所／〒260-0835   千葉県千葉市中央区川崎町7-21
（JR蘇我駅より徒歩15分・無料巡回バスあり）

TEL／043-209-1192
営業時間／10:00～21:00（不定休）
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ナムコランド マジカルフィールド店
大阪市 鶴見区

ナムコランドBASE765
ベースナナロクゴ

宮城県 名取市

カラフルでにぎやかな夢の空間、それがマジカルフィー
ルド！いつ来ても新鮮、そしてどこかホッとする、そん
なお店です。ただのゲームコーナーとは一味も二味も違
う、不思議な魅力をどうぞお楽しみください！お子さま
が喜ぶこと間違いなしですヨ☆

店内にはクレナフレックス63台･マスメダルゲーム機13台
とボリューム感たっぷりのゲーム機、ヒーローキャラクター
などがやってくるステージ、東北初となるたまごっちパーク
など、お楽しみが盛りだくさん！まさに「遊びを通じてお客様
を幸せにする」為の施設なのです。

住所／〒538-0053
大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1
ダイヤモンドシティ･リーファ4F
TEL／06-6915-6450
営業時間／10:00～23:00
定休日／年中無休

住所／〒981-1224
宮城県名取市増田字
関下460（17街区1画地）-22116
ダイヤモンドシティ・エアリ2F

TEL／022-797-8951
営業時間／10:00～22:00
定休日／年中無休

© BANDAI･WiZ 2004



クラフトファシリテーターと共に“ものづくり”を
気軽に堪能できる「大工房」

専門的な道具の揃った時間
貸しの個室「小工房」

http://www.shimashimatown.com
http://www.gensoukoubou.com
http://chikouraku.jp
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サン･サン･サンシャイン 約10人前 10,000円
※3日前までに予約

アイスクリームシティ

驚愕の55人前ビッグサイズからカップル
で楽しめるラブラブサイズまで、いろいろ
揃うパフェの祭典！

3月17日（土）～6月3日（日）まで開催中！ 6月30日（土）まで開催中！ 6月30日（土）まで開催中！

劇場版『名探偵コナン･紺碧の棺（ジョリー･ロジャー）』4月21日（土）より全国東宝系ロードショー

見て楽しく、食べても美味しいデザート体験、してみて☆

誰もが小さい頃に親しんだ童話の中に登場
する、アイテムや人物をデザートで表現。
シンデレラに白雪姫、桃太郎…思い出のお
とぎ話が今、デザートでよみがえる！

北海道地域だけをクローズ
アップしたお取り寄せチーズ
ケーキのイベントを開催！
100種を超えるチーズケー
キが大集合します。よりディ
ープなチーズケーキの魅力
に迫るゾ！

★O型 乙女座
★身長183cm
★体重126kg（増えるかも!?）
★トレードマークは太鼓。
★特技は空手（2段）、
どこでも寝られること（3段）。

吉本興業所属のお笑い芸人。現在
『エンタの神様』や『おはスタ』など
のテレビ番組を中心に活躍中。

※価格は全て税込みです。

3月17日（土）～4月8日（日）まで開催中！
■参加受付 11:00～18:00 ■参加料金 1,000円（パスポート利用不可）

かこう

パオウ

あんてい

たいほうき

あらえ

http://www.teamnamja.com/tp/namjatown
http://www.namja.jp
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『湾岸ミッドナイト マキシマムチューン2』
原作が好きなのですんなり馴染めました。
愛車のハイエースも、やっと550馬力に
なりました！いつかは最速の「運び屋」にな
る事が夢で、日々走り回ってます！
P.S.『3』でもハイエースが使えるとうれ
しいです。

北海道　運び屋兼パイロットさん

『太鼓の達人9』が稼動して1ヶ月。ついに“おに”コースの「GO MY WAY!!」
（☆7）をフルコンボクリアしました。「魔法をかけて！」（☆6）、「ポジティ
ブ！」（☆6）もフルコンボできたので残りは「THE IDOLM@STER」（☆7）の
み。アイマス楽曲全フルコンボを目指し、これからも頑張ります。

富山県　ずんださん

みんな、上手いなあ。裏表紙の「ペットイラストコンテスト」にも、ぜひ応募してみなよ～！

『3』はさらに新車種や新コー
スも増えて、ボリュームアッ
プするらしいぞ☆くぅ～、今か
ら待ち遠しいぜっ！運び屋兼

パイロットさんも、発売されるまでさらに
腕を磨いて待っててくれよなっ！

すごいな～、フルコンボだなんて、オイラには遠い遠い先のゴール…。
それでも、こまめに練習してたらどんどん上達できたんだ！ずんださ
んも全曲フルコンボを目指して太鼓を叩きまくってくれ！

今や大ブームとなった『みんなで鍛える全脳トレーニング』がアーケー
ドゲーム化されて嬉しいです。もうこうなったら俺みたいなバカでも、
ストレス解消にもってこいと思う位やりたいです。政治家からダメ教師
までといった大人たちよ、お受験だけが脳トレじゃないぞ！

北海道　山田啓太さん

今度、鹿児島三越にオープンする
『三越スイーツ庭園in kagoshima』
は、ナムコのプロデュースだと聞い
ています。オープンは3月3日から
だそうですが、今からワクワクです !  

鹿児島県　マルコーさん

な、なんという熱いメッセージ…感動したぜ。そうだよなっ、
お受験勉強以外でも、ちゃんと脳を鍛えることはできるよ
なっ！啓太さん、そのセリフ、よかったらうちの母ちゃんに
も言ってくれ～！

PS2『テイルズ オブ デスティニー』に今、かなりはまってます。PS版
から多々変わった所があり、新鮮な気持ちで遊べるのが良かったです。
イベント等、フルボイスになったことにより、ノイシュタットのアイスキ
ャンディーもよりおいしそう！に思えました（笑）小さな所にも面白さの
ある『テイルズ オブ』シリーズは、本当に楽しい作品です！！

静岡県　スケッチロードさん

金沢フォーラスへ車で50分かけて行きます。5Fナムコランドのスタッ
フの方々がとてもさわやかで、やみつきになってしまいました。45才
にもなってゲーセン命（古いけど）！スタッフさんの笑顔を見ると、この
トシで…とはずかしいのなんのって！でも、明るくとてもいい雰囲気なの
で行ってしまいます。おばちゃんをこれからも温かく見守ってください。

富山県　中本和美さん

スケッチロードさんのように、PS2『テイルズ オブ デスティ
ニー』にハマッてる人続出！いろんな仕掛けで飽きさせない
のが『テイルズ オブ』シリーズの魅力でもあるんだよな～。
今後も目が離せないぞっ！

和美さん、恥ずかしくなんかないぞ！これからもバンバン
遊びに行って、常連さんになってくれ！ナムコランド ヴィ
ーナスステージ店は、30ページでも紹介されてるので要チ
ェックだよ。

大分県　ごるどらごさん

沖縄県　外間 睦さん

長野県　萩原千夏さん

大分県　ゆかにゃ
さん

埼玉県　スタンプーさん

『バテン･カイトス』のジャコモ様!!!性格、190cm超える身長、割
れた腹筋、渋い声…。大人の男の色気がたまりません!!!大好き！

福岡県　A幽さん

たしかに…男のオイラでもあこがれちゃう！大人の色気
って、こういうことを指すんだね。いつか、きっと、オイ
ラもこんな風に…なれるのかな（不安）。よ、よっしゃあ、
『バテン･カイトス』やって研究だぁー！

『機動戦士ガンダム 戦場の絆』もうタイトルを読んだだけで僕の胸は炎
のように熱く燃えあがりました。すごいすごすぎるアーケードゲーム、
ゲームセンターは熱気に溢れてます。「ナムコ ワンダーパーク　ヒーロ
ーズベース」も血が騒ぐ熱いまさにバンダイナムコの集大成してる場所
でしたね。かっこ良かったですね。目が輝いちゃいます。すみません
豪傑な書き方で（笑） 東京都　ペンネームなしでさん

『戦場の絆』に負けないぐらい、すごいすごすぎるオハガ
キ！（笑）オイラもよく「ヒーローズベース」に行くんだ。
目をキラキラさせて『戦場の絆』をプレイしてる人がいたら、
きっとなしでさんだねっ！

われら！BN応援団！ですが…読者の皆様の意見が見られることは大変
良いと思います。が!!“よしお”君、なんとかならないでしょうか？三
流キャラってかんじがして…大変失礼なことを申し上げますが、よろし
くお願いします。記事全体としてはよいものだと思います。次号も楽しみ
にしてます。 愛知県　あらいぶ健汰さん

ガ、ガッビ～ン！三流…三流て…。涙で前が見えないよ…。
確かにオイラは三流キャラ。だけど、B-NOURSやみんなの
ことを想う気持ちは誰にも負けないぜ！もう少しお付き合
いしてくれよな！

それから、静岡県
の築地 美雛（つき
じ みひな）ちゃん
が、『くちぱっち』

にソックリな大根を見つけて送
ってくれたぞ！これは珍しいっ！
クチビルのところなんて特にソ
ックリだあ！みひなちゃん、どう
もありがとう！

おっとマルコーさん、よくご
存知で。絶品スイーツのフー
ドテーマパークが鹿児島三越
店に登場するんだ。この号が

出たころにはオープンしてるから、みんな
ぜひ遊びに行ってみてくれ～！

みんなに会うのは久しぶりだなー。
寂しかったよう。でも、みんながこ
のコーナーに送ってくれるハガキ
がどんどん増えてきて、すっげー
嬉しかったぜ！オイラへのラブレ
ターは…まだないけど。き、気長に
待ってるぜ～！

よしお

勉強もゲームも全力投球、だぞ！
オイラ千夏さんを応援してるぜー！

京都府　ながら洸捺さん

力強いイラスト、どうもありがとう。
その熱、いつまでも冷めないで！

もう『デスティニー』はプレイした？
いつもイラストありがとなっ！

愛知県　DNAさん
そうです、シャルティエはこ
んな人だったのです（笑）

春らしくてさわやかなイラスト
だ！オイラもラムネ大好きさっ！

マイキャラ、すてきだね！もしかし
てゆかにゃさんってこんな感じ？

長野県　橘 来夢さん

ルーティーに会うために、たく
さんプレイしてくれよなっ！

富山県　流火 季月さん

リリの色っぽい魅力あふれるイラス
トだあ☆ついつい見とれちゃうよ！

すごいっ！にぎやかで手がこんだ力
作！小さなどんちゃんもかわいい♪

住所／〒892-0826
鹿児島県鹿児島市呉服町6-5 鹿児島三越7F
TEL／099-225-2111（鹿児島三越）
営業時間／10:00～19:00
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