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「ゲームセンターCX」（CS フジテレビ 721）は、お笑いコンビ「よゐこ」の有
野晋哉さんがメインパーソナリティーを務める人気ゲームバラエティ番組。
今回、この番組とバンダイナムコゲームスがタイアップし、ゲームを制作す
ることが決定したぞ！
現在放送中の「ゲームセンターCX」第7シーズンでは、番組内でゲームの制
作過程を随時公開しているので、今後の動きにご注目！

人気テレビ番組「ゲームセンターCX」を
バンダイナムコゲームスがゲーム化！
人気テレビ番組「ゲームセンターCX」を
バンダイナムコゲームスがゲーム化！

「ゲームセンターCX」の公式ページでもゲーム完成への道のりをブログで紹介中！

面白いゲームを目指してにっこりピースサイン！
「よゐこ」の有野晋哉さんとバンダイナムコゲームス石川社長

株式会社バンダイナムコゲームスは、より一層のコミ
ュニケーション活性化や生産性向上などを実現するた
め、「全員の顔が見える『face to face office』」をキー
ワードに、6カ所に分散していた社屋・拠点を統合し
て2007年5月に品川区東品川へ移転しました。
新社屋の名称は“未来の子供たちに素敵な遊びを提供
し続けていく”という意味を込めて「未来研究所」と命
名！ 社屋の統合を機に、全社一丸となって「世界一の
エクセレントゲームメーカー」を目指していきます！

さ★プライズ情報／トレジャーガウスト ガウストダイバー 34

ゲームセンターCX 検 索
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4 5※画面は開発中のものです。
©2006 NBGI
"adidas, the 3-Bars and Teamgeist are registered trademarks/trade marks of the adidas-Salomon group, used with permission"
the use of real player names and likenesses isauthorised by FIFPro and its member associations.
©1996 JFA
©2002 JFA.MAX



6 7※画面は開発中のものです。 ※画面は開発中のものです。



8 9※画面は開発中のものです。



10 11※画面は開発中のものです。

http://www.xbox.com


12 13※画面は開発中のものです。※画面は開発中のものです。

ソウルキャリバーレジェンズ
Wii用ソフト 2007年冬発売予定　価格未定

機動戦士ガンダムMS戦線0079
Wii用ソフト　2007年7月26日発売予定　7,140円（税込）

ガンダムの本格シューティングアクションがWiiに登場！ コクピッ
トビューからポインティングによる射撃（ダイレクトシューティング）
や、スイングによる格闘攻撃（ダイレクトアタック）など“Wiiリモ
コン”を駆使した直感プレイでモビルスーツを操り、一年戦争を戦
いぬけ！ 原作のシチュエーションを体感する「エースパイロットモ
ード」やオリジナルシナリオの「ストーリーモード」、白熱の対戦が
楽しめる「バーサスモード」など遊びごたえも満点だ！

剣劇アクションの最高峰である『ソウル』シリーズが体感剣
劇アクションとしてWiiに登場！ 最大の特徴は、Wiiリモコン
を剣に見立てて敵を倒しながらステージをクリアするゲーム
システム。これまでにない迫力ある剣劇アクションを簡単な
操作で体感できるのだ。また敵を倒して武器を手に入れると、
新たなアクションや必殺技が繰り出せるようになるぞ！

“Wiiリモコン”で
「一年戦争」を体感せよ！

『ソウル』シリーズが
体感剣劇アクションで登場！

“Wiiリモコン”で
「一年戦争」を体感せよ！

『ソウル』シリーズが
体感剣劇アクションで登場！

遠距離の敵はスナイプモード
で狙い撃ち！

敵と同時に格闘攻撃を行うと
「鍔迫り合い」に！
敵と同時に格闘攻撃を行うと
「鍔迫り合い」に！

スペシャルアタックで反撃だ！

Wiiリモコンを振る簡単操作で爽快な格闘攻撃ができる！
縦振りや横振りで攻撃パターンも変化するぞ！

Wiiリモコンを画面に向けるだけで
移動と照準の操作が可能！
ダイレクトに「敵を狙って撃つ」
感覚が味わえる！

©創通・サンライズ

登場キャラクター
『ソウルキャリバー』シリーズから多数のキャラ
が登場！ ある者は味方としてプレイヤーを助け、
ある者は敵として立ちはだかる！ また本作オリ
ジナルのキャラクターもいるぞ！

登場キャラクター
『ソウルキャリバー』シリーズから多数のキャラ
が登場！ ある者は味方としてプレイヤーを助け、
ある者は敵として立ちはだかる！ また本作オリ
ジナルのキャラクターもいるぞ！

本作では使用するモビルスーツの色を変更することがで
きる！ 例えば金色のシャアザクなども作成できるのだ。
コダワリの「オレ専用MS」を作ってみよう！

本作だけのオリジナルストーリーが展開するモード。シナ
リオは連邦・ジオンそれぞれに用意！ 会話シーンやブリ
ーフィングなど、このモード独自のシステムも満載だ！

原作の人気パイロットを選択して、名場面を再現し
たミッションを体験！ 使用キャラはゲームの進行状
況に応じて増えていくぞ！

機動戦士ガンダム

機動戦士ガンダム0080
ポケットの中の戦争

機動戦士ガンダム外伝
THE BLUE DESTINY

機動戦士ガンダム
第08MS小隊機動戦士ガンダム

機動戦士ガンダム0080
ポケットの中の戦争

機動戦士ガンダム外伝
THE BLUE DESTINY

機動戦士ガンダム
第08MS小隊

頭部にヒットすれば一撃で破壊！

Wiiリモコンを振る簡単操作で爽快な格闘攻撃ができる！
縦振りや横振りで攻撃パターンも変化するぞ！

Wiiリモコンを画面に向けるだけで
移動と照準の操作が可能！
ダイレクトに「敵を狙って撃つ」
感覚が味わえる！
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テニスの面白さに別の面白さを掛け合わせた遊び心たっぷりのミニゲームも搭載！ 世界の座を目指す「プロツアーモード」では、自分
の分身であるキャラクターをカスタマイズしよう。
身長・体重といったスタイルやプレイスタイル、
アクセサリーなど細部まで設定できるのだ！

パックマンをボール代わりに打ち合いながら、
コートに散らばったクッキーを食べさせよう！

爆発するボムボールで対戦！ショットやバウンド
で衝撃を与え、相手のコートで爆発させちゃえ！

みずいろブラッド
ニンテンドーDS用ソフト　5,040円（税込） 発売中

スマッシュコートテニス3スマッシュコートテニス3

完成図

遊び心満載のミニゲーム

パックマンテニス ボムテニス

ロジャー･フェデラー
ラファエル･ナダル
デヴィッド･ナルバンディアン
ジェームス･ブレーク
トーマス･バーディッチ
ガエル･モンフィス
フェリシアーノ･ロペス
アンドレアス･セッピ

アメリー･モーレスモ
ジュスティーヌ･エナン
マリア･シャラポワ
ニコール･バイディソバ
マルチナ･ヒンギス
アナ･イバノビッチ
サニア･ミルザ
ミハエラ･クライチェク

キャラクターカスタマイズ遊び心満載のミニゲーム キャラクターカスタマイズ

先行入力でボタンを押し続け、ボールが
手元にきた時にタイミングよくボタンを
放せば強力なため打ちが炸裂！

ため打ち

プロツアーモードでスキルを覚えれば、
高速ランニングショットや左右に大きく
曲がるショットなど一発逆転のショット
が放てるぞ！

スーパーショット
登場する
実名選手
16名

ノンフィクションスポーツゲームの決定版『スマッシ
ュコート プロトーナメント』シリーズの最新版がプレ
イステーション・ポータブルで登場！ 本作には実名の世界トップランカーが16名登場。選手
には7つのプレイスタイルがあり、さまざまなスーパープレイが堪能できる！操作はボタンを押
し続け、ボールが飛んできた時に放して打ち返すシステムだから初心者でも楽しくプレイでき
るぞ。また、プレイステーション・ポータブルの通信機能を使った対戦プレイも可能なのだ！

プレイステーション・ポータブル用ソフト　5,040円（税込） 発売中

世界ランカーを使用して
コートの王者を目指せ！
世界ランカーを使用して
コートの王者を目指せ！

!

!!

http://mizuirochang.jp
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情報満載！

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　発売中　6,090円（税込）
ティアバージョン/ルークバージョン同時発売 ※ゲーム内容はどちらも同じです。

16 © 藤島康介 ©1994-2007 NBGI

ドンジャラ：© BANDAI 2007

ミニゲームは大容量の7種類を用意！ バンダイの玩具「ドンジャ
ラ」の「テイルズ オブ」版である「テイルズ オブ ドンジャラ」や、ア
クション系、パズル系などバラエティ豊かなラインナップです！

初回同梱特典は、登場キャラや名シーンが美麗に印刷されたカー
ド「テイルズ オブ マイシャッフル」！ これはバンダイから発売
される同名のカードダスマスターズＧと連動しており、カードゲ
ームとしても遊べるのだ！ この初回特典でしか入手できない絵柄
もあるから確実にゲットだ！

「テイルズ オブ ドンジャラ」
人気玩具の『テイルズ オブ』版！

「テイルズ オブ スナイパー」
劇場に迷い込んだミュウを守ろう！

･･･など！

アドベンチャーモードの随所に登場する「タイミングゲー
ジ」。「心」「技」「体」の3つのゲージが一定速度で増減して
いて、すべてのゲージが基準値を超えた時に○ボタンを押
すと成功！会話が分岐したり、ご褒美がもらえたりするぞ！

ファンタジア編 ～たいせつな場所～
『テイルズオブファンタジア』より

クラトス編 ～もうひとつの交響曲～
『テイルズオブシンフォニア』より

ティア編 遺言-メシュティアリカ-
『テイルズオブジアビス』より

ジェイド編 ～マルクト帝国騒動記～
『テイルズオブジアビス』より

時の狭間の物語―テイルズ オブ 異聞録―
シリーズキャラクター集合ストーリー

『テイルズ オブ』ファンのためのディスク『テ
イルズ オブ ファンダム』に待望の第二弾が
登場！ 本作では藤島康介氏がデザインした
キャラクターたちがPS 2版最新作『アビス』
まで出演！ 前作で好評の「カオベンチャー」
は「ボイスアドベンチャー」にパワーアップ！
その他、バラエティ豊かなミニゲームや豪華
な初回同梱特典などファン垂涎の内容でお
とどけします！

藤島康介氏デザインの
『テイルズ オブ』キャラクターが集結！

初回の同梱特典はカードゲーム
「テイルズ オブ マイシャッフル」
初回の同梱特典はカードゲーム
「テイルズ オブ マイシャッフル」



『ゼノサーガエピソードIII [ツァラトゥ
ストラはかく語りき]』に登場するKOS-
MOSの最終形態“KOS-MOS Ver.4”の
リアル彩色フィギュアです。これまで商
品化されなかった武器「ドラゴントゥー
ス」と「ハンドガン」が付属！さらにドラ
ゴントゥースはパーツの差し替えでラ
ンチャーモードとセイバーモードに変
形可能！（写真はセイバーモード）

■価　格：3,990円（税込） 発売中
■品　番：KICA-1436～39（4枚組）
■メーカー：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 © NBGI

セルフカバーを掲げ制
作されたPS2版『テイル
ズ オブ デスティニー』
のオリジナルサウンド
トラックが登場！ゲー
ム中で使用された楽曲
108曲を収録したCD4
枚組のボリュームたっ
ぷりなアルバムです！
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あの『もじぴったん』がとても楽しい
カードゲームになりました！友達や
家族と多人数プレイも可能です。みん
なでわいわい“もじあわせ”を楽しん
じゃおう。

■発売日：2007年7月4日
■発売・販売元：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：0120-850095
（土･日･祝祭日を除く10:00～18:00）

＜豪華限定盤＞
■価格：7,000円（税込）
■品番：AVCD-23301/B

＜通常盤＞
■価格：2,800円（税込）
■品番：AVCD-23302

© いのまたむつみ © 藤島康介 © NBGI

歴代「テイルズ オブ」シリーズの主題
歌を収録したコンピレーションアルバム
がついに完成！ シリーズ第1作『テイル
ズ オブ ファンタジア』の主題歌をはじ
め全10曲を収録。また、豪華限定盤
（初回限定生産）にはDVDを同梱！ 歴代
シリーズのオープニングムービーとスク
リーンセーバーを収録しています。

テイルズ オブ デスティニー
オリジナル・サウンドトラック
テイルズ オブ デスティニー
オリジナル・サウンドトラック

コンピレーションアルバム〈CD〉
The Best of Tales
コンピレーションアルバム〈CD〉
The Best of Tales

『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。
前作の大好評にお応えし、第二弾が発売決定！

KOS-MOS Ver.4
塗装済み完成品フィギュア
KOS-MOS Ver.4
塗装済み完成品フィギュア

© NBGI

■価　格：7,140円（税込）
■発売日：2007年7月予定
■発売元：(株)アトリエ彩
■お問い合わせ先：ホビーショップ アートホビー彩
042（758）5255 （平日 12:00～22:00 
土日祝10:00～22:00 木曜定休）

ことばのカードパズル
もじぴったん（仮称）
ことばのカードパズル
もじぴったん（仮称）

※商品デザインは開発中のため、変更することがございます。

フィギュアマイスター
ゼノサーガレジェンドEP2
フィギュアマイスター
ゼノサーガレジェンドEP2

■価　格：735円（税込）
■発売日：2007年7月初旬予定
■発売元：(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・祝祭日除く 10:00～16:00）
http://www.bandai.co.jp/gashapon/

© NBGI

※写真は監修中のものです。
※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。
材質：PVC 本体サイズ：120～130mm 商品には台座が付属します。

全長約22cm 1/8スケール専用ベース付属

■価　格：1,050円（税込）予定
■発売日：2007年8月上旬予定
■発売元：(株)メガハウス
■お問い合わせ先：メガハウスお客様係
03-3847-1757（土･日･祝祭日を除く
10:00～16:00）

© NBGI

KOS-MOS
［Ver.1］

"ぜのコミ"バージョン
「ゼノサーガ フリークス」

より

KOS-MOS
［Ver.2］

「ゼノサーガ エピソードII
[善悪の彼岸]」より KOS-MOS

［Ver.3換装前仮筐体］

「ゼノサーガ
a missing year」

よりKOS-MOS
［水着］

「ゼノサーガ エピソードIII
[ツァラトゥストラは
かく語りき]」より

シオン･ウヅキ
「ゼノサーガ エピソードIII

[ツァラトゥストラは
かく語りき]」より

http://www.bandai.co.jp/gashapon
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夏、本番近しという季節ですが、アイドルマスター界隈では盆踊りとねぶた祭りとリ
オのカーニバルが帰省ラッシュの東名高速道路上り線の足柄インターで開催されて
いるかのような賑わいが続いておりますよ！ 毎月配信されるマーケットプレイスに、
7月より隔週で発売していくキャラクターCD、そして毎週2本のラジオ番組にそし
て･･･という感じで、乗り遅れんなよ小僧！ という何かのパロディのようで特にそう
でもない決め台詞を言いたくなる感じです！ まあ、夏だけに熱い展開ですね!! はい、
何もうまくないこと言った～っというところで、夏だけにホットかれてる感じです
ね！ 上手い！･･･あれ、本当に放っておかれてる？ で、ではまた！（焦る）

■THE IDOLM@STER RADIO TOPxTOP !
人気のラジオ番組「THE IDOLM@STER RADIO」のCD第2弾！
パーソナリティーはおなじみ三浦あずさ役のたかはし智秋に如月千早役の
今井麻美。歌にトークに！涙も笑いも!? たっぷりお届けします！

価　格：3,990円（税込） 発売中
品　番：COCX-34249～50
発売元：コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

■THE IDOLM@STER MASTER ARTIST シリーズ
要望の高かった｢キャラクター別｣アルバムの発売がついに決定！
全10キャラクター分を連続リリースします。キャラクターごとに新曲
やカバー曲、CDトークなど盛りだくさんの内容！ さらに全巻購入応募
特典は「株式会社765プロダクション 代表取締役社長 高木順一朗 オリ
ジナル・フィギュア」を予定！これは見逃せませんヨ！

価格：各2,300円(税込)
発売日
2007年7月18日発売予定
THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 01 天海春香
COCX-34387
THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 02 高槻やよい
COCX-34388
以下、続々発売！ 詳細はコロムビアミュージックエンタテインメント
『アイドルマスター』CDシリーズのサイトをチェック！
http://columbia.jp/idolmaster/
※発売日や収録内容は変更になる場合があります。

★衣装やアクセサリーもさらに充実！★

「アイドラ」は、『アイドルマスター』のソフト本編を利用したインタラクティブな
番外編ストーリーです。音声やストーリーは「アイドラ」のために新規で制作！
ゲーム本編をやりこんだ人も楽しめるコンテンツなのです！

EXTEND系衣装第4弾では、キュートな「チアガール」と
オトナな魅力の「クイーンオブレース」がラインナップ！

Xbox 360『アイドルマスター』

★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/

大盛況！「THE IDOLM@STER
ALL STAR LIVE 2007」

2007年4月1日(日)、ZEPP TOKYOにて
「THE IDOLM@STER ALL STAR LIVE
2007」（主催：株式会社バースデーソング
音楽出版）が開催され、約2500人のファン
がつめかけました！

ステージにはキャラクターを演じている
声優の皆さんが11名登場し、メインテ
ーマと言える「THE IDOLM@STER」
をはじめ、Xbox 360版で追加された
新曲などを次々と披露！ 声援が絶えな
い大盛況のライヴでした！

※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/

※「アイドラ」は有料コンテン
ツです。マーケットプレースか
らダウンロードしてお楽しみ下
さい。１話／500マイクロソ
フトポイント

クイーンオブレース

1000
マイクロソフト
ポイント

チアガール

1000
マイクロソフト
ポイント

インタラクティブな演劇ドラマや
アイマスクイズなど内容は多彩。
現在は第5話まで配信中！

ゲーム本編では見ることの出来ないキ
ャラクター同士のやりとりに注目！
意外な一面が見られるかも!?

http://www.idolmaster.jp
http://www.xbox.com/ja-jp/live
http://columbia.jp/idolmaster
http://www.idolmaster.jp
http://shop.765.jp/idolmaster
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お待たせしましたドン！ついに『太鼓の達人』がニンテンド
ーDSに登場だドン！DS用『のだめカンタービレ』にミニゲ
ームとして収録されていたのは、この伏線だったのカッ？
それと、DS用『みずいろブラッド』（P14）にもぼくたちがゲス
ト出演しているドン。それっぽいミニゲームもあるらしいドン。
あと、アーケード用にも最新作が･･･って今回は盛りだくさ
んカッ!?

ありそうでなかった！？DS用『太鼓の達人』がついに
登場！「バチペン」を両手に持って演奏すれば、アドレ
ナリンが脳内に分泌されまくってお祭り気分に！
1枚のDSカードで最大4人での通信対戦も出来るか
ら、いつでも、どこでも、誰とでも楽しめちゃうぞ！

ありそうでなかった！？DS用『太鼓の達人』がついに
登場！「バチペン」を両手に持って演奏すれば、アドレ
ナリンが脳内に分泌されまくってお祭り気分に！
1枚のDSカードで最大4人での通信対戦も出来るか
ら、いつでも、どこでも、誰とでも楽しめちゃうぞ！

DSワイヤレス通信を使って、1本
のソフトで2～4人での演奏対
決が出来るよ！対戦専用の「アイ
テム音符」で、パワーアップした
り、相手を邪魔しながら演奏だ！

アイテム音符「バクダン」を使って、
相手の演奏をジャマしちゃえ！

ソフト1本と人数分のDSがあれば対戦できるよ！

自分の着せ替え和田どんで対決できるよ。コーディ
ネイトでもセンスのあるとこ、見せちゃおう！？

ニンテンドーDS用ソフト
2007年7月26日発売予定
5,040円（税込）
（太鼓の達人DS専用タッチペン「バチペン」同梱）

「スーパーマリオブラザー
ズ」のBGMも収録！演奏
にあわせてジャンプするマ
リオとルイージに注目！

キャラクター達からお手紙が届くよ。
着せかえグッズや、挑戦状が届く事も…！

着せかえグッズを組み合わせて自分だけ
の和田どんをコーディネイトできるよ。

バチペン

太鼓の達人DS
専用タッチペン

そして、アーケード用にも最新作が登場！
ついにナンバリングが2ケタに！超大型
有名RPGみたいだドン！？

アーケード用／2007年7月稼動予定

・Love so sweet
ドラマ「花より男子2（リターンズ）」主題歌
・イカSUMMER
・三日月
・千の夜をこえて
・アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士

J-POP ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

・Together
「ポケットモンスターダイヤモンド･パール」より
・プリキュア5 、スマイル go go !
「Yes！プリキュア5」より
・獣拳戦隊ゲキレンジャー
・名探偵コナンメイン・テーマ
アニメ「名探偵コナン」より
・もってけ！セーラーふく
「らき☆すた」より

アニメ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

・さくらんぼ
・気分上々↑↑
・決意の朝に
映画「ブレイブストーリー」主題歌
・夏祭り
・WON'T BE LONG
・マタアイマショウ
・DANCE2 feat.ソイソース
グリコ「ポッキーチョコレート」CMソング

・アンパンマンのマーチ
「それいけ!アンパンマン」
・名探偵コナンメイン・テーマ
アニメ映画「名探偵コナン」
・ドラえもんのうた
オープニング／ドラえもん
・プリキュア5 、スマイル go go !
Yes！プリキュア5
・獣拳戦隊ゲキレンジャー
オープニング「獣拳戦隊ゲキレンジャー」
・Together
「ポケットモンスター　ダイヤモンド・パール」
オープニングテーマ
・タッチ

・GO MY WAY!!
「THE IDOLM@STER」より
・ナムコットメドレー
・スーパーマリオブラザーズ

・たらこ・たらこ・たらこ
キユーピーあえるパスタソースたらこ
CM公式ソング

・もりのくまさん
・いぬのおまわりさん

・交響曲第7番から
ベートーヴェン
・ウィリアム・テル序曲
ロッシーニ
・天国と地獄　序曲
オッフェンバック
・熊蜂の飛行
リムスキー＝コルサコフ
・クラシックメドレー（ウェディング編）

・キミにタッチ！
・もじぴったんメドレー
・KAGEKIYO 源平討魔伝メドレー　
・風雲！バチお先生

などなど･･･

バラエティ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

J-POP ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

クラシック ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ゲームミュージック ◆◆◆◆◆◆◆

ナムコオリジナル◆◆◆◆◆◆◆◆

アニメ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

童謡・民謡 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

収録曲は
こちらだドン♪

© 2000-2007 NBGI
スーパーマリオブラザーズ:© 1985 Nintendo
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※ 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」「FOMA」「iアプリ」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」「FOMA」「iアプリ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

テイルズ オブ
ヴァールハイト ～最終章～

生きる意味を見つけるRPG

対応機種：FOMA904iシリーズ以降

© 2003-2007 NBGI※ゲームの内容が変更になる場合があります。

6月下旬
配信開始!!

雪玉をつくる要領で塊を転がして、地球上にあるさまざまな“モノ”をくっつけ
て大きくしていく3Dアクションゲーム『塊魂（かたまりだましい）』。このたび、
携帯電話コンテンツとして楽しめるようにアレンジした『塊魂モバイル』が登
場だ！NTTドコモの携帯電話FOMA P904iにプリインストールされている
ほか、サイト「ナムコ・ゲームス」でも配信開始されるぞ！

※機種によって操作方法や内容が異なります。

『テイルズ オブ ヴァールハイト』は「テイルズ オブ モバ
イル」にて配信されているシリーズの第3弾RPG。“真実
の物語”をコンセプトに、2006年6月より約1年をかけ
て1章ずつ配信されてきた。プレイヤーに感動を与え続
けてきたこの物語も、遂に最終章を迎えたぞ！壮大な物
語のフィナーレを飾る、感動のエンディングは必見！

6月
配信開始!!
月額315円
（ 税 込 ）

魅力
いっぱい
魅力
いっぱい

のアプリを
ご紹介します!!
のアプリを
ご紹介します!!

スクランブルランド

カード＆ボードゲーム

テイルズ オブ クイズ

クイズゲーム

テイルズ オブ ワンダーカジノ

カジノゲーム

ルーレットで指定された数だけマスを進み、マス
の先にいるモンスターと対戦だ！ゲーム中に登場
するカードを集めていくと「コレクターカード」が
もらえるぞ！

ミンツ大学･クイズ学科の学生になって、
四択クイズ形式の講義や試験に参加せよ！
試験室では毎月1回定期試験も開催され
るんだ。

歴代『テイルズ オブ』シリーズのキャラクター
たちが登場！カジノ定番のゲームや、シリーズ
本編に登場したあのゲームなど、ゲーム数は全
5種類。

モンスターを倒すと、その場所
は自分の所有地に変わる。

講義の成績、プレイヤーの行動に
よって、称号が獲得できるぞ。

会話やイベントを楽しみな
がら、コインを集めよう。

好評
配信中!

好評
配信中!

好評
配信中!

さ・ら・に！気軽に遊べるアプリゲームも大充実☆さ・ら・に！気軽に遊べるアプリゲームも大充実☆

© いのまたむつみ　© 藤島康介　© 1994-2007 NBGI © いのまたむつみ　© 藤島康介　© 1994-2006 NBGI © いのまたむつみ　© 藤島康介　© 1994-2006 NBGI

© 2006 NBGI キャラクターデザイン：椎名 優
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対応機種：FOMA90Xiシリーズ

月額525円（税込）

ついに最終章！
このフィナーレ、見届けるべし！
ついに最終章！
このフィナーレ、見届けるべし！

3Dアクションゲーム

塊魂モバイル
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初めてのプレイでは、まずチューニングカードを作ろう。これはキミ
の名前や使用している車種、ゲームの進行などが記録できるカード
だ。またカードを作ると同時にその筐体にはキミの「分身」が登録さ
れるぞ！この「分身」は単なるリプレイデータではない。プレイヤー
の“走りの特徴”を記憶した、まさにキミ自身の「分身」なのだ！

筐体に登録された他のプレイヤーの「分身」
とバトルするのが「分身対戦モード」だ！ 走
りのスタイルは、最速のラインをひたすらに
狙って走る人やライバルに車をぶつけて遮ろ
うとする人など十人十色。「分身」はその“特
徴”を再現するから、本当にバトルしている
感覚が味わえるぞ！

分身対戦モードをプレイすると、レー
ス結果に応じてさまざまな「ドレスア
ップパーツ」が獲得できる！同じ車種で
もドレスアップ次第で、まるで印象の
違うマシンになるぞ！
ここでは『マキシ3』の開発者たちがカ
スタマイズした自慢のマシンを紹介。
これを参考にして、さらにカッコいい
マシンに仕上げよう！

プロデューサー：コバャン

コーナリング性能命のマツダ車乗りとして当
然FDをチョイス。大好きなブルーにオール
ペンし軽量化のためカーボンパーツを随所に
使用!!ワークスであるマツダスピードのステ
ッカーは外せない。でも実はレイズのホイー
ルが最大のこだわり♪う～ん、シブイぜ！

マツダRX－7
タイプR（FD3S）

三菱ランサーRS
エボリューションV
（CP9A）

スバル　
LEGACY B4（BL5）

プログラマー：たけなか

竹中の愛車です。ん？「ノーマルのまんまじゃ
ん？」って？そう、ドレスアップが自由なら
ば、あえて触らないのも自由！洗練を極めた
MR2のフォルムは、ノーマルで既に100%
の完成形。だからこれ以上手を加えなくとも
よいのです！

トヨタMR2
GT－S（SW20）

チーフディレクター：★マエダ★

このエアロパーツは実は前田がデザインし
ています。レガシィは大人しいイメージが
強いので、骨太な柱と大きいライトで力強
さをアピールしてみました。控えめなグレ
ーのラインバイナルをプラスしてネオン管
を加え、ナイス雰囲気です。

ディレクター：うちだ

ランサーエボリューションVといえば、やは
りラリーのイメージ。闇夜を切り裂くように
照らすランプポッドと、この車が活躍した頃
のストライプ系のワークス系カラーリング、
そしてターマックラリーで使われていたエ
ンケイのホイールがこだわりポイントです。

分身対戦モードには全部で11種のコース
がある。各コースで最も速い「分身」は「最
強プレイヤー」と呼ばれており、これを倒せ
ばキミの「分身」が「最強プレイヤー」の座
を獲得！ すべてのコースで「最強プレイヤ
ー」になれば「殿堂入り」としてキミの名が
アトラクト画面で紹介されるのだ！

これまでにさまざま
なマシンが登場した
『マキシ』シリーズ。
今作でも選択できる
車種はさらに増えて
いるぞ！ お気に入
りのマシンで最速伝
説を目指せ！

コース分岐点でトップのプレイヤーが進行方向
を決められる「自由分岐システム」を搭載！テ
クニックだけでなく、ゴール地点を想定したセ
ッティングの駆け引きも重要になり、より熱い
バトルが楽しめる！

ライバルを次々と抜き去る10人抜きモード
は、新コースの追加にあわせてステージを増
量！ 次々と襲い来るライバルを秒殺せよ！

今作のコースはこれまでの首都
高と箱根に加え、あらたに「湾
岸線」「横羽線」「阪神環状線」
の3つのエリアを追加！

阪神環状線はアザー
カーをすり抜けなが
らテクニカルな高速
バトルが楽しめる！

原作「湾岸ミッドナイト」
の世界を体感するこがで
きるモードで、セリフや
演出をさらに強化！ バト
ル結果に応じて得られる
チューニングポイントで
マシンのチューニングが
出来るぞ！

まずはチューニングカードと「分身」を作ろう！まずはチューニングカードと「分身」を作ろう！

分身
対戦 モード

2928

原作／楠みちはる「湾岸ミッドナイト」
（講談社刊『ヤングマガジン』連載）

© 楠みちはる／講談社
© 2003-2007 NAMCO BANDAI Games Inc.

NEW

乱入
対戦
モード

ストーリー モード

10人
抜き
モード

新たな車種が登場！新たな車種が登場！ 個性的な3つのコースを追加！個性的な3つのコースを追加！
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ついにその姿を現した『鉄拳6』。プレイステーション3基板の採用
によるグラフィックの劇的な向上、16：9のワイド画面がもたらす臨
場感など、期待は高まるばかりだ。今回は、プロローグと、新キャラ
クターを含む7名のストーリーを紹介しよう。

ジャック部隊の自爆攻撃で吹き飛
ばされた三島 平八。目を覚ました
頃には、THE KING OF IRON
FIST TOURNAMENT 5は幕を
閉じていた。さらに自宅への鉄拳
衆の襲撃。三島財閥の新頭首が風
間 仁であることを知った平八は、
怒り心頭に発し、財閥を取り戻す
ため大会に乗り込むのであった。

三島 仁八を倒し、三島財閥の頭首となった風間 仁。特殊部隊
『鉄拳衆』を使った工作活動で世界を混沌の渦に巻き込み、独
立と宣戦布告を宣言した。抵抗勢力であるG社を操るのが三
島 一八であるとの情報を得た仁は、THE KING OF IRON
FIST TOURNAMENT 6の開催を発表するのであった。

レオ Leo

ザフィーナ
Zafina

ミゲル
Miguel

三島 平八
Heihachi Mishima

風間 仁
Jin Kazama

吉光
Yoshimitsu

アーケード用対戦格闘ゲーム　2007年稼動開始予定

自分を裏切ったG社幹部を葬り、G社を裏
から支配することに成功した三島 一八。
三島財閥の討伐に乗り出したG社を世界
は英雄と称え賞賛した。一八は、仁を生
け捕りした者に莫大な報奨金を出すと発
表。三島財閥は、すぐさまTHE KING OF
IRON FIST TOURNAMENT 6の開催を
宣言した。

三島 一八
Kazuya Mishima

仲間の仇を討つためブライアン･フューリ
ーを追っていた吉光は、妖刀吉光が急速に
禍々しさを増していることに気付く。封魔
刀を手にすることで、妖刀の暴走を回避し
た吉光。妖刀の力を正常に戻すため、邪な
力が集うTHE KING OF IRON FIST
TOURNAMENT 6に参加するのであった。

幾多の謎に包まれたTHE KING OF IRON FIST TOURNAMENT 5は、主催者
である三島 仁八との死闘の末、風間 仁の優勝によって幕を閉じた。

三島財閥の頭首となった仁は、突如として特殊部隊・鉄拳衆を使った様々な
工作活動と情報操作を開始する。
それにより疑心暗鬼に陥った人々は、ささいなきっかけを元に争いを始め、
暴動や内乱はやがて大きな戦争へと発展していった。
世界中が戦乱に陥り、国家が力を失っていく中、三島財閥は蓄えていた戦力を
投入し、その上で世界に対し独立と宣戦を布告するのであった。

破竹の勢いで世界を掌握していく三島財閥であったが、ある日を境に、三島
財閥に対抗する勢力としてG社が顕在化し始める。
各地で三島財閥の討伐に乗り出すG社を、世界は救世主としてもてはやし熱
狂的に支持した。
やがてG社は、悪の根源である三島財閥の頭首、風間 仁を生け捕りした者に、
莫大な報奨金を出すと発表する。

しかし、まるでその発表を待っていたかのように、三島財閥はTHE KING OF
IRON FIST TOURNAMENT 6の開催を宣言したのであった。

名声を得ようとする者、賞金獲得を目指す者、私怨を晴らそうとする者……
様々な思惑が入り乱れたTHE KING OF IRON FIST TOURNAMENT 6が今、
幕を開ける。

世界的に有名なスペランカーの
父と、G社の幹部である母の間に
生まれたレオ。
行方不明になった父と同じ探検家
を目指し、明るく真っ直ぐな性格に
成長していったレオだったが、幸福
な日々 は、何者かによる母の殺害に
よって突然の終焉を迎える。地道な
調査により、G社の三島 一八とい
う男の存在が浮かび上がってくる
が、現在G社は英雄として持ては
やされており、近づく事は容易では
なかった。
そんな折、三島財閥が開催する
格闘大会に一八が直接参加
すると知ったレオは、仇
を討つ唯一無二のチャ
ンスだと判断し、大
会へ参加するの
であった。

支配されることを嫌い、一匹狼と
して生きるミゲル。
15歳で家を飛び出し、顔なじ
みのバーに身を寄せたミゲルの
身を案じ、両親に内緒で会いに
来てくれる心優しい妹の存在

は、唯一心を許せる特別な存在だった。
妹の結婚式当日、ミゲルは教会の外か
ら式の様子を見守っていた。上空を飛
行機の編隊が通過していく……直後、
猛烈な爆風が吹き荒れた。瓦礫の野で
彼が見たものは、ドレスを鮮血に染め
息絶えている妹の姿であった。
爆撃が三島財閥によるものと知った
ミゲルは、三島財閥頭首である風間
仁に復讐を誓うのであった。

古代王朝時代から脈脈と続く、禍祓いの一
族に生まれたザフィーナ。
幼少の頃から王家の墓を守護する戦士と
して育てられた彼女は、ある事件以来、長
老の命による暗殺を一手に請け負うよう
になっていた。
一方、表の占星術師としての活動におい
て、最近になって全ての占いに凶兆が現
れる。助言を求める彼女に、長老は古代の
伝承を語った。二つの凶星が接触を果た

す事で、一族が代々守ってきた
魔の封印が解かれ、世界は滅亡
するのだという。
ザフィーナは、二つの凶星を滅
ぼすため、遥か東方の地を目
指して旅立つのであった。

※画面は開発中のものです。 31
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住所／〒371-0801
群馬県前橋市文京町2-1-1 けやきウォーク2F
TEL／027-226-7650
営業時間／10:00～21:00 ※定休日／年中無休

ナムコランドキッズ ららぽーと
横浜店

神奈川県 横浜市 ナムコランド渋谷店
東京都 渋谷区

ナムコランド ドンドコフェスタ店
千葉県 流山市

住所／〒880-0812
宮崎県宮崎市高千穂通1-3-22 エースランド2F
TEL／0985-31-8875
営業時間／10:00～24:00 ※定休日／年中無休

宮崎県 宮崎市

ナムコランド宮崎店

住所／〒270-0121
千葉県流山市西初石6-185-2 
おおたかの森S･C 3F
TEL／04-7156-5765
営業時間／10:00～23:00
定休日／年中無休

住所／〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2-29-11
TEL／03-5428-4550
営業時間／10:00～25:00
定休日／年中無休

群馬県 前橋市

2F には
ナムコランドキッズが☆

3F には玄創工房が☆
http://www.gensoukoubou.com

ここは『だるまのふるさと』。
地域のお客様に愛されるお店を
目指します！

やぐらの中に『太鼓の達人』がズラリ♪爽快感を味わえます！

人形劇団「ひとみ座」の公演もあるヨ！

専門的な道具も
揃って、集中でき
る個室「小工房」。

アイディアは十人十色、楽しみながら「大工房」。

明るい店内には景品機もい～っぱい！

東国原英夫 知事

もちろん、メダルや景品コー
ナーも充実しているよ！

『機動戦士ガンダム 戦場の絆』は、日本最大級の16台!!

店内はたくさんの
ダルマでにぎやか☆

駄菓子屋「夢や」も隣接。子供から大人
まで、我を忘れて楽しめちゃいマス♪

ナムコランド ダルマトピア店

住所／〒224-0053
神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1
TEL／045-414-1869（ナムコランドキッズ）
TEL／0120-910-816（玄創工房）
営業時間／10:00～21:00
定休日／年中無休

ポポ おだわら ふくだ にしだ
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（いらっし
ゃい）宮崎にこ

んね～♪

夏もやっぱりナムコのロケーションでキマリッ☆
さあ、どんな新店があるかな？
夏もやっぱりナムコのロケーションでキマリッ☆
さあ、どんな新店があるかな？

http://www.gensoukoubou.com


劇場版ポケットモンスターダイヤモンド＆パール
台座付コレクションフィギュアストラップ2～ディアルガver.～

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3

劇場版ポケットモンスターダイヤモンド＆パール
台座付コレクションフィギュアストラップ2～ディアルガver.～

劇場版ポケットモンスターダイヤモンド＆パール　
スーパーDXポール型クッション
劇場版ポケットモンスターダイヤモンド＆パール　
スーパーDXポール型クッション

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3

劇場版ポケットモンスターダイヤモンド＆パール
旅行バッグ

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3

劇場版ポケットモンスターダイヤモンド＆パール
旅行バッグ

劇場版ポケットモンスターダイヤモンド＆パール　
プラコップセット
劇場版ポケットモンスターダイヤモンド＆パール　
プラコップセット

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3

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4

ドラゴンボールZ 組立式DXソフビフィギュアドラゴンボールZ 組立式DXソフビフィギュア 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4

ポケモンの『夏祭り
キャンペーン』対象
アイテム。抱き心地
も抜群！

3ヶ月連続、全30
種のシリーズ。今年
の映画主役“ダーク
ライ”も！

今回は武器の「ゲキ
トンファー」を持っ
たゲキレンジャー
が登場！

プラスチックだから
丈夫で安心、積み重
ねもできちゃう♪4
個セット。

たくさん収納がで
きてお出かけにぴ
ったり！注目される
こと間違いなし！

シリーズ第 3 弾。
ロッドフォームは
ライダーパスを持
っているんだ。

迫力のアクション
ポーズをとった悟
空とブロリー。ナ
ント全高21cm！

もちろん、「ココ」と
「ナッツ」にも注目。
この際、3種類揃え
ちゃおう！

人気シリーズ第4
弾に、いよいよモ
モタロスとガンフ
ォームが！

※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。
※すべてアミューズメント用景品（非売品）です。

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）

これから登場する注目の景品をご紹介！
プライズ

Yes!プリキュア5 
スーパーDXぬいぐるみ～新しいパートナー登場編～
Yes!プリキュア5 
スーパーDXぬいぐるみ～新しいパートナー登場編～

34
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暑い夏にピッタリ！冷やすことで
より美味しさを増す「冷やし餃子」
をテーマにバトルを開催中！

食べても“ひんやり”、見ても“楽しく涼しげ”な
サマーデザートを集めたぞ！夏の暑い季節だか
らこそ味わえるフルーツや、涼しげなゼリーな
どを使用した鮮やかなデザートたちなのだ！かき氷もデザートも

癒しセラピーも餃子までもが

この夏にピッタリ！爽やかな清涼感ある
クールローションを使用した“ヒロット”や、
ミント入りオイルを使用した“フースクリ
ニック”など、暑い夏にシャッキリするよ
うなセラピーだよ！

株式会社バンダイの人気玩
具『トレジャーガウスト』
がアトラクションになって
登場だ！ナンジャタウンに
潜む「ガウスト（磁幽霊）」
を探知＆捕獲せよ！

料金／800円
※パスポート使用可能アトラクション

47都道府県のプリンがついに勢ぞろい！トロトロプリンに飲むプリン、
スティックタイプのプリンまで、多種多様！

6月30日（土）～9月2日（日）

9月2日（日）まで

9月2日（日）まで

7月14日（土）～9月2日（日）
7月14日（土）OPEN!

6月30日（土）～9月2日（日）

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

デザート博覧会

りらくの森

6月30日（土）～9月2日（日）

新アトラクション「もののけ番外地」
10周年記念イベント

暑いニャー！

パオのパオの

「冷やしシャキシャキ餃子」「冷やしシャキシャキ餃子」
MAGIC SNOWのMAGIC SNOWの

「スーシェーファー」「スーシェーファー」

フォンベトのフォンベトの

「バイン フラン」「バイン フラン」

夏の風物詩･かき氷が
これでもかっ！という
くらい味わえちゃう！
期間限定で 50種類
ものかき氷シロップ
が選んで楽しめる「か
き氷BAR」も登場！

参加料／500円
オープニングステージ／13:00～

観覧は無料だヨ！

どれにしようかな？目移りしちゃうね★

本格セラピーで、涼しく癒されよう。

ガウストパニックがオープン！ガウストパニックがオープン！もののけ復活祭を開催！もののけ復活祭を開催！

http://www.namja.jp
http://www.namja.jp
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よしお

次のページにも続いているぞ！

『塊魂』ののほほんとした雰囲気が大好きです。
…っが！なぜかプレイしていると、必ず眠く
なるんです。つまらないわけではないんです
よ!?どうやらあの塊には催眠効果があるよう
です。今度からは眠れない夜にも重宝しそ
うです。 島根県　りんごの民さん

催眠効果とは初耳だ！でもそれを利用すれば、たしかに重宝しちゃうかも!?みんな！
暑くて寝苦しい夜にはぜひ『塊魂』を！7ページ『ビューティフル塊魂』や、22ページ

『塊魂モバイル』も要チェック！

ぼくは『マリオカートアーケードグランプリ2』が出たときはとてもうれしかったです。相手に
アイテムを当てたときはとてもきもちいいです。でも、相手から当てられるとびっくりして
しまうので、何となく怖いです…。 栃木県　金井祐紀さん

うふふ、祐紀くん、かわいいなあ。マリオカートのアイテムはたっくさんあるから、いろ
いろ揃えるとメッチャ楽しめるよね！怖がらずに、これからも遊んでくれよな！

PS2ソフト『テイルズ オブ ファンダムVol.2』の記事をのせて欲しい。
Xbox 360ソフト『トラスティベル～ショパンの夢～』の情報が見たい。

長崎県　山本浩成さん

まさに浩成さんのご希望通り！今号では両作
品ともガッツリ紹介しているぞ！もちろん、そ
れ以外のソフトも続々と登場するから、他の
ページも忘れずに読むんだぞ！

『熱スタ』をDSにも入れてほしいです。でも、ナムコスターズのリアルバージョンはうれしい
かぎりです。初めて買ったゲームソフトは『ファミスタ』なので、ちょっと感動です。ピノの足の
はやさは反則ですけど…。 福島県　マボさん

『プロ野球 熱スタ 2007』ならではのリアルバージョン、最初に画面を見た時は驚い
たぜーっ！リアルパックマンやリアル王子、リアル和田どん…。インパクト強す
ぎ！でも…かっこいいよな！

『テイルズ オブ デスティニー』のス
タンとリオンのコンビがステキすぎ
デス!スタンは見ていて、いやされま
す。そしてリオン…かわいスギです
（笑）そんな2人が大好きです。

新潟県　かびさん

ナイスコンビ！そして、ナイスイラスト！ほのぼのとした
2人の雰囲気がよく出てるね～☆また送ってくれよなっ！

ちょっと古い作品ですが、今『ナムコ クロス
カプコン』にはまっています。ナムコ、カプコ
ンのキャラクターがたくさんでていて、とて
もうれしいです。その中で一番いい！と思っ
たキャラは「バラデューク」のトビ･マスヨさ
ん！彼女についてもっとおしえてください！

熊本県　残念だけど加藤達祐さん

トビ・マスヨは『ミスタードリラー』シリーズのホリ・ス
スムのお母さん。やり手の空間騎兵だけど、酔うとキス魔
になっちゃうらしいよ（笑）これは極秘情報だぜー！

親子でゲーム大好き。ナムコにはいつもお世話に
なってます。最近は特に『メダルの達人』がお気に
入り。ゴールに着くと、人目をはばからずワー
ワーと大さわぎしています。 （子供だけです！
一応、大人はおとなしくしてます）

埼玉県　島沢祐一さん

ゴールに着いた時の達成感、ほんっとに気持ちいいよね。そ
りゃー我を忘れるのもムリはない。大人も子供も、ゴールに
着いたら思いっきりワーワーさわいじゃおうよ！

いつも主人が職場から持ち帰ってくれるのをたのしみにしています。ナン
ジャ回覧板を見て「次のデートこそは行こう！」といつも意気込んでいま
す。これからも美味しい回覧板を楽しみにしています。

千葉県　あいぼんさん

ほほえましい～、旦那様とデートだなんて！オイラもデート
する彼女が欲しいなあ…って、そんなことは置いといて。イ
ベント盛りだくさんのナンジャタウンデート、ぜひ実現して
ほしいな！

ゲームソフト・アーケードゲームの情報がたくさん載っていて「ビィ・ノ
ワーズ」最高！VOl.4は特別付録の「ブロック埋め」を切りはなして、家族
であーでもない、こーでもないと、脳をフル回転させて楽しみました。
これからも面白い記事をお願いします！ 石川県　三浦茉南さん

前号のふろく、大好評だったんだぜ（エッヘン）！残念なが
ら取り逃しちゃった人も、バックナンバー申し込みで手に入
れることができるよ。38ページをチェックしてみてくれ。

やあ、みんな！元気に過ごしてるかい？オイ
ラはこの夏、ゲームや海水浴、バーベキュー、
花火など（あと、ちょっとだけ勉強も）、とに
かくいろんなことをエンジョイしようと思
ってるんだ。楽しまなきゃソンだもんね。
みんなもいい夏にしようなっ！
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カラフルでさわやかな作品がいっぱいだ！まだ投稿したことのない人も、ぜひぜひ送ってみてくれ！

福島県　時雨さん
「突撃兵」の異名をもつディムロス。
クールでかっこいいー！

熊本県　愛羅武勇さん
ラムネってやっぱりかわいいなあ。
イラストも多く届くんだよ！

福島県　ゲラさん
ゲラさんのお誕生日はまだ先だけど、
一足お先に「おめでとおっ！」

福島県　ガールAさん
わお！色使いがすばらしい！
ハロルドの魅力がよく出てるぜ！

愛知県　山田まみさん
イオンを大好きな気持ちがひし
ひしと伝わってくるよ！

富山県　流火季月さん
入魂の作品だね！このままパッ
ケージに使えちゃいそう！

高知県　Akirさん
わかる！ジェイドは男のオイラ
から見ても魅力的だもん！

山形県　MAYOさん
おおおー！セクシーはなちゃん…
超イケてるっ!（コーフン）

滋賀県　希蘭さん
希蘭さんのキュートなイラスト、
オイラもすッき　（笑）

私が一番大切に思っているソフトは『エースコ
ンバット5』です。ZEROでのシステムの進化も
良かったですが、『5』はストーリーが素晴らし
かったです。あとはハイクオリティーな音楽、映
像。実にハイセンスな作品だと思います。こ
れからも、高い技術やセンスを活かした作品作
りをお願いします。 奈良県　ブービーさん

そんなブービーさんに朗報！まさに
ハイセンスでドラマチックな『エー
スコンバット6 解放への戦火』が発
売されるぞ！6ページをチェックし
て、楽しみに待っててくれよなっ！

© NBGI
All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft,models, trade names, brands and visual images
depicted in these images are the property of their respective owners.
All rights reserved.
Copyright and other rights owned by BAE SYSTEMS PLC and its partners and are not to be reproduced without the prior written
consent of BAE SYSTEMS PLC. Produced under license from Boeing Management Company. MIRAGE and RAFALE are
aircraft and registered trademarks of DASSAULT AVIATION. Lockheed Martin Trademarks used under license to Namco Ltd.
Produced under a license from Northrop Grumman Systems Corporation


