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4 5※画面は開発中のものです。



6 7※画面は開発中のものです。 ※画面は開発中のものです。

http://www.gundam00.net
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http://www.votoms.net
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http://www.geass.jp
http://www.geass-game.jp/
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情報満載！

テイルズオブシンフォニア
－ラタトスクの騎士－（仮称）

Wii用ソフト　2008年春発売予定　価格未定

© 藤島康介 © 2003-2008 NBGI

Wiiリモコンによってシリーズでおなじみのリニアモーションバト
ルはさらに進化。直感的な操作で多彩なバトルが楽しめる！ また、
仲間にしたモンスターと共に戦うシステムもあるらしいぞ！

前作の主人公ロイドたちが
訪れた場所に足を運ぶこと
もあるだろう。そして彼ら
との出会いも!?

遥か昔―
世界を支える大樹カーラーンは滅び、世界
は天の意向により、二つに引き裂かれた。
それから長い時間を経たある時、再生の神
子は大樹カーラーンに代わる新たな世界樹
を誕生させる。
そして二つの世界－シルヴァラントとテセ
アラも一つの世界となって生まれ変わった
のであった。
新時代の幕開けかと思われた。
だが･････

STORY

『テイルズ オブ シンフォニア』で主人公ロイドたちは苦難の末、
世界再生を果たす。それから2年後の世界を描くのが『テイルズ
オブ シンフォニア －ラタトスクの騎士－（仮称）』だ。再生後の
世界で新たな主人公たちはどんな物語を繰り広げるのだろうか!?
新システムやWiiならではの仕掛けにも要注目！

「テイルズ オブ シンフォニア」の
その後を描いた物語
「テイルズ オブ シンフォニア」の
その後を描いた物語
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©いのまたむつみ © NBGI©いのまたむつみ © NBGI

PS2用ソフト　2008年初頭発売予定　価格未定

テイルズ オブ デスティニー
ディレクターズカット

リオンの視点で描かれるもうひとつの運命
2006年11月にPS2でセルフカバ
ーされた『テイルズ オブ デスティニ
ー』をさらにパワーアップ！ 『テイ
ルズ オブ』シリーズで人気No.1
のキャラクター「リオン・マグナ
ス」を主人公とした本編裏シナ
リオがプレイできるぞ。ま
た豪華なプレミアムBOX
も発売決定！ ファン必
携の一本だ！

かつて大樹暴走によって、母を失った少女。自分の意見
をはっきり持っており、白か黒かはっきりしていないと
気がすまない、勝ち気な性格。ただし男っぽい訳ではな
い。エミルの態度は女々しいと思っているが、それは彼
が強さを隠して謙遜しているためだと勝手に思いこんで
いる。マルタにとってエミルは王子様なのである。

新生パルマコスタで起こった血の粛清で、両親を失った
少年。素直な性格で何でも信じてしまう純粋さを持って
いる。基本的には臆病者で、自分の意志で何かを決定す
ることが苦手。受動的で防衛心が強い。マルタを守るた
めやむなく「ラタトスクの騎士」として契約を交わす。

CV：下野 紘
しもの ひろ

年齢：16歳
身長：169cm
体重：60kg

CV：釘宮 理恵
く ぎ み や り え

年齢：16歳
身長：153cm
体重：43kg

PSP用ソフト　2008年初頭発売予定　価格未定

テイルズ オブ リバース

ふたつの種族が織り成す再誕の物語
『テイルズ オブ』シリーズ2D作品で最高峰の呼び声高い『テイルズ
オブ リバース』がPSPで登場！ 暖かみのあるグラフィックや戦略
性の高い「3ラインリニアモーションバトル」などなど、奥深い面白
さを手のひらサイズに凝縮！
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長きに続く世界規模の戦乱の中、優勢を保ち平和

でありつづける王都レグヌム。

そんな中、超常的な力を操る人間「異能者」が現れ

始める。

異能者は人々に恐れられ、忌むべき存在とされた。

そして王都レグヌムでは「異能者捕縛適応法
いのうしゃほばくてきおうほう

」を掲

げ、異能者は次々に捕らえられていく。

ある時、王都レグヌムの商家の息子であるルカは、

自らの中の異能の力に気付いてしまう…。

長きに続く世界規模の戦乱の中、優勢を保ち平和

でありつづける王都レグヌム。

そんな中、超常的な力を操る人間「異能者」が現れ

始める。

異能者は人々に恐れられ、忌むべき存在とされた。

そして王都レグヌムでは「異能者捕縛適応法
いのうしゃほばくてきおうほう

」を掲

げ、異能者は次々に捕らえられていく。

ある時、王都レグヌムの商家の息子であるルカは、

自らの中の異能の力に気付いてしまう…。
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『テイルズオブ』シリーズ最新作が、ニンテンドーDSで登場！ 開発はPSP
『テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー』などを手がけたアル
ファ･システムが担当。美麗なキャラクターデザインは、シリーズでおな
じみのいのまたむつみさんが手がける。また、オープニングムービーはプ
ロダクションI.Gが制作。テーマソングはKOKIAさんの「Follow The
Nightingale」だ。躍動感あふれるアニメーションや独自の戦闘システム、
“深いテーマ性”を内包した物語などなど、正統進化した『テイルズ オブ』
シリーズの最新作に乞うご期待！

15©いのまたむつみ ©2007 NBGI

ニンテンドーDSで新たな
『テイルズ オブ』シリーズが幕を開ける！
ニンテンドーDSで新たな
『テイルズ オブ』シリーズが幕を開ける！

※画面は開発中のものです。

テイルズオブイノセンス
ニンテンドーDS用ソフト　2007年12月6日発売予定　6090円（税込）

王都レグヌムで暮らす主人公。成績
優秀な優等生ではあるが、いつも級
友にかかわれている内気な少年。
15歳・男／168cm・56kg ／
（CV：木村亜希子）
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謎の一団に追われ、とある村から逃
亡してきた少女。大雑把で短気、
自分に正直な性格。変な生き物を
連れている。
15歳・女／166cm・53kg／
（CV：笹本優子）

とある都市の聖堂で働くシスター。
癒しの力を持つことから「聖女」
と評判になるが…。世事や処世術
に長けた、世渡り上手な性格。
20歳・女／158cm・52kg／
（CV：名塚佳織）

戦乱で孤児となった少女。王都レグ
ヌムでストリートチルドレンをして
いる。マイペースで、独自の思考と
発想をする。
13歳・女／148cm・40kg／
（CV：松岡由貴）

ディメンション ストライド-リニアモーションバトルシステム（DS-LMBS）ディメンション ストライド-リニアモーションバトルシステム（DS-LMBS）
バトルシステムは、PS2『テイルズ オブ ジ アビス』とPS2『テイルズ オブ デスティニー（セルフカバー版）』の面白さを融合し、さらにチューニングした
DS-LMBSを採用。自由にバトルフィールドを駆け回り、敵を空中に打ち上げ、さらにコンボがつなげられて爽快感たっぷりだ！

バトル



新システムを多数搭載！
さらに迫力を増した
3Dバトルは必見！

新システムを多数搭載！
さらに迫力を増した
3Dバトルは必見！

16 17※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

みんなで遊ぼう! ナムコカーニバル
Wii用ソフト　2007年12月発売予定　5,800円（税込）

ドラゴンボールZ スパーキング！メテオ

「ドラゴンボールZ」の人気キャラクターたちが迫力満点のバトルを繰
り広げる3Dアクションゲーム『ドラゴンボールZ スパーキング！』
の最新作。登場する超戦士の人数がさらに増え、自分だけのオリジナ
ルコンボが作れる「ブラストコンボシステム」をはじめ、原作の名場
面をゲームで体験できる「ドラゴンヒストリー」などの新モードも追
加。Wii版ではWi－Fi機能を使用したオンライン対戦が、さらにプレ
イステーション2版では、過去のシリーズ作品のROMを使って本作品
と同じバトルシステムで遊ぶ「ディスク・フュージョン・システム」
をも搭載。コイツはすごいゼ！

今度の『ソウルキャリバー』は
体感剣劇アクションだ！
今度の『ソウルキャリバー』は
体感剣劇アクションだ！

©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

かつて孫悟空たちが超サイヤ人やセルなどど死闘を繰り広げた、あの思い出のシーンを
忠実に再現！　自らが各シーンごとに主役のキャラクターになりきって遊べる注目の新
モードだ。すべてのシーンを再現できたキミは、まさに超戦士の名にふさわしい！

本作品では、通常の格闘技とブラスト技との間に硬直や
カメラ切り替え時間が発生しなくなったので、これらの
技を組み合わせて連続して繰り出すことが可能になった。
コンボ中にブラストを発動さたら、流れるような連携で
どんどん技を叩き込み、自分だけのオリジナルコンボを
編み出して戦おう！

Wi-Fi機能を使ったオンラ
イン対戦プレイがついに実
現！遠く離れた友達といつ
でも対戦バトルが楽しめる
「ともだち対戦」機能も搭
載。プレイヤーの実力は戦
闘力の数値で画面に表示さ
れるぞ！

今回もさらに新たなる超戦士たちが追加され、登場キャラク
ターはなんと合計150人を突破！ 元祖「ドラゴンボール」
や「Z」「GT」そして「劇場版」にいたるまで、ありとあら
ゆるシリーズに登場した超戦士が使用可能になっているぞ！

『ドラゴンボールZ スパーキング！』『ドラゴンボ
ールZ スパーキング！ネオ』のモードが、本作品
と同じバトルシステムで遊べてしまうという画期
的な機能もついている。前々作の「アルティメッ
トバトル」および前作の「アルティメットバトル
Z」モードを最新のシステムでプレイしちゃおう！

Wii版限定モード PS2版限定モード

バトル中に超戦士たちが変身する「トランスフォームD」
の演出もさらに進化。大猿化や吸収など、各キャラクター
の変身方法に合わせたさまざまな演出を追加し、さらにバ
トル中の臨場感を高めてくれるのだ！

ベ
ジ
ー
タ
王 ネ
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ル
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デ
ィ

孫
悟
空（
Ｇ
Ｔ
） スポポビッチ

コ
ル
ド
大
王

新キャラクターも続々参戦！新キャラクターも続々参戦！

ドラゴンボールZ スパーキング！メテオ
Wii＆プレイステーション2用ソフト　2007年10月4日発売予定　7,140円（税込）

歴代シリーズ作品に登場した剣士たちが、あるときは味方、
またあるときは敵として続々登場。「魔剣ソウルエッジ」と
「霊剣ソウルキャリバー」にまつわる剣士たちの物語の結末
やはたしていかに!?

ストーリーモードに登場するイスカ
は、16歳の少年であること以外の
データは何もなく、その正体は一切
謎だ。彼は一体何者なのだろうか？

新メインモード「ドラゴンヒストリー」で
原作マンガ･アニメの名場面を再現できる！

「ブラストコンボシステム」で
自分だけのオリジナルコンボを
決めろ！

「ドラゴンネットバトル」で
Wi-Fiオンライン対戦

過去のシリーズ作品が
新システムで遊べる
「ディスク･フュージョ
ン･システム」

演出面もさらに強化！

新メインモード「ドラゴンヒストリー」で
原作マンガ･アニメの名場面を再現できる！

「ブラストコンボシステム」で
自分だけのオリジナルコンボを
決めろ！

「ドラゴンネットバトル」で
Wi-Fiオンライン対戦

過去のシリーズ作品が
新システムで遊べる
「ディスク･フュージョ
ン･システム」

演出面もさらに強化！

イスカ

3D対戦格闘ゲームの傑作、『ソウルキャリバー』シリーズの最新作が満を
持して今冬登場！　プレイヤーはWiiリモコンおよびヌンチャクで剣士た
ちが持つ武器を操ることにより、冒険の主人公になり切ってゲームを楽し
むことができるという画期的な作品だ。道中では巨大なモンスターと対峙
したり、敵の大群に囲まれたりとさまざまなシチュエーションが待ち受け
ているが、自らの剣の腕で立ちはだかる敵をなぎ倒して道を切り開いてい
こう。怪物たちを退治して新たな武器を入手すると、さらに新たなアクシ
ョンや必殺技も修得することも可能だ！

『ギャラガREMIX』はパックマンに襲い掛かる敵を撃ち落としていくシューティングゲームで、『ラリ
ーＸ REMIX』はWiiリモコンをハンドルにして操作することもできるレーシングアクションだ。

『パックンロールREMIX』は、パックマンをコロコロ転がしながらゴールを目指すアクションゲーム。
『パックモトス』は相手プレイヤーに体ごとぶつかってフィールドの外へ押し出す対戦ゲームだ。

「カーニバルアーケード」には、『ギャラクシアン』『ゼビウス』『マッピー』『ディグダグ』
『ギャプラス』『キューティQ』『パックマニア』に加え、『パック＆パル』『スーパーパック
マン』のレアタイトルも収録。これは見逃せない！

ナムコの名作ゲームを題材にした6つのアトラクションが存在するテーマ
パークを舞台に、プレイヤーはパックマンとともにさまざまなアトラクシ
ョンにチャレンジ！　アトラクションはWiiリモコンとヌンチャクで遊べ
るようアレンジされた『パックンロールREMIX』をはじめ、『パックモト
ス』『ワニワニパニックREMIX』『ギャラガREMIX』『ラリーX REMIX』
の5種類と、往年の名作9タイトルが遊べる『カーニバルアーケード』を
収録。パパやママが子どものころに遊んだ懐かしゲームを、今度は家族そ
ろってみんなでワイワイ楽しもう！

親子でも兄弟でも、家族みんなで
楽しめるオモシロゲームを
14タイトル収録！

親子でも兄弟でも、家族みんなで
楽しめるオモシロゲームを
14タイトル収録！

おなじみの剣士たちが多数登場！おなじみの剣士たちが多数登場！

「カーニバルアーケード」にはナムコファン垂涎の作品が！

『パック＆パル』

『パックモトス』『パックンロールREMIX』 『ラリーX REMIX』『ギャラガREMIX』

『ワニワニパニックREMIX』

『スーパーパックマン』

謎の新キャラクター
イスカが参戦！

御剣だ、覚えておけ！ タキ＆アスタロスが激突！ソフィーティアとジークが競演!?

・年齢　16歳
・出身　不明
・身長　不明
・体重　不明
・使用武器　不明
・流派　不明
・家族構成　不明

次 と々現れる

ワニを退治せよ！
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タイムクライシス4
プレイステーション3用ソフト　2007年12月20日発売予定 価格未定

※画面は開発中のものです。 ※画面は開発中のものです。

エースコンバット6 解放への戦火エースコンバット6 解放への戦火
Xbox360用ソフト　7,800円（税込） 2007年11月1日発売予定

大人気フライトシューティング、『エースコンバット』シリーズの最新作がついに発売
決定。今作では最大6つの作戦が同時に進行する「ダイナミックミッション」システ
ムを搭載し、「大軍vs大軍」が入り乱れる“生きている大戦場”を実現。さらにオン
ラインモードでは他のプレイヤーとの協力および対戦プレイが可能で、成績によって
さまざまな称号を入手することができる。その数はなんと約1000種類もあり、そのう
ち約100種類は、上位のプレイヤーにのみ与えられる世界でただ1つしか存在しない
称号。最強パイロットの称号を指して、新たなる戦いの幕が切って落とされた！

オンラインマルチプレイがついに実現！
これぞフライトシューティングの最高峰

撃って、隠れて、また撃って！「ガンコン」ことガン
コントローラーを握りしめ、さまざまなシチュエーシ
ョンのステージを戦い抜く傑作ガンシューティングの
最新作がHDグラフィック& 5.1chサラウンド対応に
進化しPS3に登場。アーケード版と同じステージが
プレイできるのはもちろん、アーケードでは語られな
かった事件の全貌が明らかになる「フルミッション」
モードも搭載。新開発の「ガンコン3」を使ったFPS
（一人称視点）の、「ガンコンFPSステージ」もプレイ
できるのだ！

人気ガンシューティング第4弾が
新しい「ガンコン3」とともに登場！
人気ガンシューティング第4弾が
新しい「ガンコン3」とともに登場！

ガ
ン
コ
ン
3
に
対
応

ガ
ン
コ
ン
3
に
対
応

『エースコンバット』シリーズ史上初のオンライン多人数協力・対戦プレ
イがついに実現！　2つのチームに分かれてドッグファイトが楽しめる
「チーム対戦」をはじめ、攻撃・守備側に分かれて攻守を交替しながら戦
う「攻守交替戦」やプレイヤー同士でコンピュータと戦う「協力プレイ」、
そして自分以外はみな敵になる「バトルロイヤル」が楽しめるのだ。

オンラインモードにチャレンジ！

多くのプレイヤーが参加するほ
ど戦況判断は難しくなる。他の
プレイヤーたちの状況も欠かさ
ずチェック！

どうやら何か特殊な称号を持っ
たプレイヤーが出現したらしい。
相手にとって不足はないゼ！

アナログスティック2個を実装した画期的な仕様
になっている。ガンコンFPSステージを楽しむた
めの必須アイテムだ。

『エースコンバット6』のサントラCDがキングレコードより11月21日発売決定！

©2007 NBGI
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.
©日本スペースイメージング株式会社
©GeoEye
© INTA Spaceturk
©DigitalGlobe/日立ソフト

FPSステージが
新登場！

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ラ
ッ
シ
ュ
大
尉

基本操作から用語解説まで、豊富なチュートリ
アル機能を搭載しているのでビギナーでも安心
してプレイできる。また難易度EASYやチェ
ックポイントなど様々な仕組みを用意。

１つのミッションの中で複数の戦闘が同時進
行するため、敵味方の大軍が広範囲の戦場で
次々に激突！　作戦の選択や攻略する順番に
よって、その後の展開が劇的に変化するのだ。

初心者でも安心！

「ダイナミックミッション」システム

ビューティフル塊魂
Xbox 360用ソフト　2007年10月18日発売予定　6,090円（税込）

（50音順・敬称略）

塊を転がして、周囲のありとあらゆるモノを巻き込んで大
きくしていく痛快アクションゲームの最新作がついにベー
ルを脱いだ！　今までの『塊魂』シリーズ作品よりも各ス
テージごとに配置されたモノの数が大幅にアップし、マッ
プもより広大に。またオンラインモードでは、ファンたち
と対戦プレイもできちゃうのだ。また豪華アーティストた
ちが集結した出色のBGMも聞き逃すな！

超カンタンオモシロゲームの
決定版がXbox 360に
いよいよ登場！

超カンタンオモシロゲームの
決定版がXbox 360に
いよいよ登場！

オンラインプレイで
さらにゲームが楽しくなる！

オフラインだって面白い！

1Pと2Pとで、ひとつの塊を転がしながら
大きな塊をつくろう！

相手の塊に体当たり！
課題アイテムを奪い合おう。

特殊課題に
チャレンジ！

オフライン協力プレイ

オフライン対戦プレイ

ゲーム画面も
ますます

ビューティフル！

豪華アーティスト陣による
ステキソングも必聴！

王様ビューティホー
ストラッポー

予
約
特
典
は
王
様
の
ビ

ュ
ー
テ
ィ
ホ
ー
な
チ
ャ

ー
ム
が
付
い
た
オ
リ
ジ

ナ
ル
ス
ト
ラ
ッ
プ
！

※デザインはイメージです。

予約特典情報

オンラインモードを利用して、『塊魂』ファンた
ちといっしょに対戦プレイを楽しもう！　対戦
プレイ時は最大4人まで参加することが可能
で、いろんなルールが用意されているのがこれ
また楽しい。モノの数は限られているので、相
手にぶつかって課題のモノを取り合う、白熱の
バトルが繰り広げられるのだ！

毎回、豪華アーティスト陣によるステキソ
ングが話題の「塊魂」シリーズですが、今
回も超豪華アーティスト陣が続々と参加！
モノをどんどん巻き込んでいく爽快感をよ
りいっそう引き立てる、すばらしい楽曲に
どうぞご期待ください。

いろいろな条件で塊を大
きくするのが特殊課題。
ここではあったかいもの
を巻き込んで温度の高い
塊をつくろう。冷たいも
のを巻き込むと温度が下
がるので注意！

キ
ュ
ン

ジ
ュ
・
マ
ンプ

ゥ
ハ
ー
ヴ
ェ
ス
ト

新キャラクターも続々登場！

ミ
ン
ナ
ヲ
マ
ト
メ
テ

「
メ
イ
ツ
」ト
ヨ
ン
デ
ネ
（
by
王
様
）

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ブ
ル
ー
ノ

エ
ヴ
ァ
ン
・
ベ
ル
ナ
ー
ル



20

生み出したドラゴンたちで最大6体のチームを作
り、さまざまな国を冒険しながら戦略性の高いバ
トルが楽しめるRPG。ニンテンドーDSのマイク
機能を使って、身の回りにあるさまざまな音を録
音すると、吹き込んだ音の成分によって特徴が異
なる100種類ものドラゴンが誕生するという今ま
でにない斬新なシステムを搭載しているのだ。さ
らにゲーム中に「ドラゴンスコア」を入手し、楽
譜に書かれた音階を身近にある楽器で演奏して録
音すると、なんとレアドラゴンが誕生するのだ！

ナムコ往年の名作が楽しめる『ナム
コミュージアム』がニンテンドー
DSに初登場。『ギャラクシアン』
『パックマン』『ゼビウス』など全8
タイトルを収録し、さらには初心者
用の「プレイナビ」や昔の貴重な資
料を集めた「資料館」、そしてBGM
やSEを聴いて楽しむ「ミュージッ
クボックス」も搭載。ゲーム史上に
残る傑作タイトルの魅力をタップリ
と堪能しよう！

君の音でドラゴンを生み出せ！
身のまわりにあるいろいろな音を聴かせて
ドラゴンを生み出す新感覚のRPG！

21

プロ野球ファミスタDSプロ野球ファミスタDS
ニンテンドーDS用ソフト　5,040円（税込）発売日未定

ナムコミュージアムDS
ニンテンドーDS用ソフト　2007年10月11日発売予定
3,990円（税込）

ドラゴンテイマー サウンドスピリット
ニンテンドーDS用ソフト　2007年11月1日発売予定
5,040円（税込）

たまごっちのプチプチおみせっち
みなサンきゅ～！
ニンテンドーDS用ソフト　2007年9月27日発売予定　5,040円（税込）

ゲームセンターCX
有野の挑戦状
ニンテンドーDS用ソフト　5,040円（税込） 2007年11月15日発売予定

カンタン操作でお手軽に楽しめる野球ゲ
ームの王道といえばやっぱり『ファミス
タ』。プロ野球全12チームおよび選手が
実名で登場、2007年度オールスターゲー
ム直前時点での最新データを搭載した
『ファミスタDS』がついに登場。ワイヤ
レス通信はもちろん、Wi－Fi通信で全国
各地のライバルたちと対戦プレイをする
ことも可能。やり込み要素が満載の1人
プレイ専用「ドリームリーグモード」も
遊べるよ！

CS放送フジテレビ721の人気番組、「ゲームセンターCX」が
ゲームソフトになって登場！　ゲーム魔王アリーノーから
次々と仕掛けられる挑戦状をクリアしていくと、さらにゲー
ムの続編等新たなカセットがどんどん遊べるようになってい
くのだ。どことなく懐かしさがただようレトロゲームを、ク
リアして魔王アリーノーの野望を打ち砕け！

『おみせっち』シリーズの最新作
さいしんさく

が登場
とうじょう

！まめっち、
めめっち、くちぱっちに加

くわ

えて、大人気
だいにんき

のふらわ
っちがパートナーとして新登場

しんとうじょう

。お店
みせ

も以前
いぜん

のシ
リーズにはなかったお店

みせ

に一新
いっしん

され、ガーデニン
グやさん、パンやさん、はっくつやさんなどが出

で

てくるよ。『おみせっち3』に隠
かく

された秘密
ひみつ

がわか
ると、なんとたまごっちに変身

へんしん

して、UFOで「ごっ
ち星
せい

」に行
い

けちゃうらしいぞ！その他
ほか

、女
おんな

の子
こ

が
大好
だいす

きな占
うらな

いやこうかん日記
にっき

もできる！

国民的野球ゲーム、『ファミスタ』が
最新の選手データを搭載してニンテンドーDSに初登場！
国民的野球ゲーム、『ファミスタ』が
最新の選手データを搭載してニンテンドーDSに初登場！

あの人気TV番組がゲームになった！
80年代の懐かしくも新しいゲームに
浸ろう！

あの人気TV番組がゲームになった！
80年代の懐かしくも新しいゲームに
浸ろう！

懐かしの名作ゲームが
いつでもどこでも遊べちゃう！

（社）日本野球機構承認
NPB BISプロ野球公式記録使用

上のモニターにグラウンドが、下のモニター
には選手のデータが細かく表示される。

シンプルな画面構成が懐かしい守備時の画面。
簡単操作で楽々プレイができるので、試合時間
は実にスピーディなのだ。

エイリアンたちと戦うシューティングゲー
ム。ありの少年といっしょに畳の上でプレ
イするレトロな感覚がたまらない。

砂ボコリのあがるオフロードコースを最速ラ
ップをめざして疾走するレースゲーム！他に
もRPGなども収録!!

からくり屋敷を舞台に繰り広げられる忍者ア
クションゲーム。さらわれた姫を救い出せ！

新登場
しんとうじょう

のエステやさん。パックをしている

まめっちたちも、実
じつ

は普段
ふだ ん

からお肌
はだ

の手入
て い

れは欠
か

かせない日課
にっか

なのかも？

新登場
しんとうじょう

の「プッチが丘
おか

」に行
い

くと、たくさん

のともだちっちたちでいつも大
おお

にぎわい。

ワイワイガヤガヤ、みんなで遊
あそ

ぼう！

新
あた

しくふらわっちが仲間
な か ま

入
い

り。
今度
こ ん ど

のテーマはヒ･ミ･ツだよ
新
あた

しくふらわっちが仲間
なかま

入
い

り。
今度
こ ん ど

のテーマはヒ･ミ･ツだよ

私はゲーム魔王
“アリーノー”。キミは
私に勝てるかナ？

※画面は開発中のものです。 ※画面は開発中のものです。

©FUJI TELEVISION  ©2007 NBGI

©BANDAI･WiZ 2004
©2007 NBGI

録音した音によって生まれるドラゴンの
種類が決まる。いろいろな音を集めて、
どんなドラゴンが出てくるのかをいろい
ろ研究してみよう！

『ギャラガ』『ゼビウス』『ドルアーガの塔』
には初心者でも安心の攻略ナビ機能を搭
載。至れり尽くせりの超親切設計なのだ。

ミュージアムシリーズ初収録の『パックマン
VS.』。パックマンとゴーストとに分かれ、
最大4人まで同時に対戦プレイができる！

突然野生のドラゴンが飛び交う世界に召喚
されてしまった主人公。相棒トントととも
にドラゴンテイマーとしてさまざまな戦い
に挑む！

各ドラゴンはそれぞれ必殺技も持っている。
ドラゴンには火、水などの属性があり、バト
ル時は勝敗を分ける大きなポイントとなる。

プレイナビ機能が
ついているから
初心者でも安心！

DS用に
アレンジされた

『パックマンvs.』も
遊べるヨ！

ゲームセンターCX
有野の挑戦状

君の音でドラゴンを生み出せ！
身のまわりにあるいろいろな音を聴かせて
ドラゴンを生み出す新感覚のRPG！

©2007 NBGI
パックマンvs.：企画原案　任天堂株式会社
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秋です。何だか前に秋と言えばスポーツの秋だからアイマスやっと
けみたいな適当なことを書いたような記憶があるのですが（全然違う
気もしてきたけど調べるのが面倒←ええっ！）アイマスってどこかス
ポーツ的だと思う訳ですよ、ボク的には。汗をかき、心臓がドキド
キして、己の限界に挑む……。最近アイマスを知りました！という

良い子の皆を突き落とす意味不明な感じの説明ですが、まあ、そう
いうもんなんですよ（断言）アイマスはスポーツ。ゲーセンで汗をか
き、家庭用でドキドキして、グッズ購入で自分の限界に……ではな
く！アイマスは限界に挑むのです！今の微妙な地位（笑）なんて気
にせず次なるステージへ！ということで次号へ続く！多分。

みなさーん！ Xbox 360『アイドルマスター』は楽しんでますか！「もう遊び尽くしちゃったよ～」
というアナタ！ ダウンロードコンテンツは新作をジャンジャン配信中ですよ！ お好みの衣装やアク
セサリーを組み合わせて、お気に入りアイドルのさらなる魅力を引き出してあげてください！

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/

THE IDOLM@STER
MASTER ARTIST（全11巻）

FA4 アイドルマスター
コレクション Part1 

※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/

コレクションフィギュアシリーズFA4にアイドルマスターが登場！
ラインナップは、春香、やよい、真、雪歩、律子、亜美の6人。カラ
ーバリエーションはトゥインクルブラックとブリリアントパールの2
色をご用意。表情やポーズの再現力、細部にまでこだわった衣装表
現････その全てを驚異のクオリティでお届けします！

ファンからの要望で誕生したキャラクター別アル
バム「THE IDOLM@STER MASTER ARTIST」
が好評発売中！ 新曲、カバー曲、トークなど盛り
だくさんの内容でお届け。初回封入特典としてオ
リジナルトレーディングカードを封入。全巻購入
応募特典もアリマス！ さらに！10月24日には、
「MASTER ARTIST FINALE」も発売予定です。

原型製作：足立 暁・河原 隆幸・徳永弘範・西村直起（Pilot）・みらの

価格：650円（税込） 好評発売中
発売元：(有)アルター
販売元：(有)グッドスマイルカンパニー
お問い合わせ先：グッドスマイルカンパニー
047-308-3000（土･日･祝祭日を除く10:00～17:00）
http://www.goodsmile.info/ 

価格：各2300円（税込）
各巻好評発売中
※「09 萩原雪歩」は10月3日発売予定

「MASTER ARTIST FINALE」
予価：2,000円（税込）
10月24日発売予定

発売元：コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
お問い合わせ先：コロムビアミュージックエンタテインメント
03-3584-8238
（平日12時～22時、土日祝10時～22時 木曜定休）
http://columbia.jp/

03 星井美希02 高槻やよい01 天海春香

10 秋月律子08 水瀬伊織07 三浦あずさ

06 双海亜美/真美05 如月千早04 菊地 真

250
マイクロソフト
ポイント

ウキウキうきわ

サマーデイズ
スクール

250
マイクロソフト
ポイント

1000
マイクロソフト
ポイント

ルーズ
ウォーマー

ウキウキうきわはカタログ第6号のグラビア水
着と合わせれば、まぶしさがグッとアップ！

アイコンパックはXbox 360のゲーマープロフィールを飾るアイテムです。

250
マイクロソフト
ポイント

羽根せんす
1000
マイクロソフト
ポイント

アクティブチャイナ

250
マイクロソフト
ポイント

765インカム

1000
マイクロソフト
ポイント

ユニフォーム765

200
マイクロソフト
ポイント

アイコンパック
スマート

®

http://www.goodsmile.info
http://www.idolmaster.jp
http://www.xbox.com/ja-jp/live
http://columbia.jp
http://www.idolmaster.jp
http://shop.765.jp/idolmaster


■価格：15,540円（税込）
■発売日：2007年11月1日発売予定
■発売元：(株)ホリ
■お問い合わせ先：(株)ホリ　045-934-6787（土･日･祝祭日を除く9:00～17:30）
http://www.hori.jp/

© NBGI

『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、新型躯体
"KOS-MOS Ver.4"が登場！ゲーム中、
圧倒的なパワーを誇る彼女を、巨大な
ガトリングガンと共に凛々しいポージン
グで立体化しました。躍動的に広がる
髪はクリアーパーツを使用して美しく
表現。魅惑的なボンテージファッション
に包まれた躯体の柔らかさや、メカニッ
ク部のハードなディテールを丁寧に再
現し、細部も充実の仕上がりです。

■価格：7,140円（税込）
■発売日：2007年12月予定
■発売元：(有)アルター
■販売元：(有)ビーグル
■お問い合わせ先：(有)ビーグル　
03-3793-69821
（土･日･祝祭日を除く 10:00～17:00）

1/8スケール塗装済完成品
ゼノサーガIII KOS-MOS Ver.4
1/8スケール塗装済完成品
ゼノサーガIII KOS-MOS Ver.4
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サイズ：全高約210mm
※写真は試作品であり、実際の商品とは多少異なります。

ポスターサイズ：天地515mm × 左右182mm

原作：バンダイナムコゲームス　作画：玲衣

フライトスティックEXフライトスティックEX
Xbox 360専用ソフト
『エースコンバット6
解放への戦火』完
全対応のフライト
シミュレーションゲ
ーム用コントローラ
です。メインスティ
ックとスロットルを
セパレート構造にす
ることでリアルな
操作感を実現して
います。

『テイルズ オブ ジ アビス』のキャラク
ターたちがポスターになって登場！ ポ
スターは全部で20種類（通常仕様10
種＋特殊紙仕様10種）。ボックス購入特
典のポスターは2種類です。

■価格：1ケース（ポスター2枚封入）525円（税込）
1ボックス（8ケース＋ボックス特典ポスター1枚封入）4200円（税込）発売中

■発売元：(株)フロンティアワークス
■販売元：(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　03-3973-3332
（土・日・祝祭日を除く 10:00～17:00）

© 藤島康介 © NBGI

© 藤島康介 © NBGI © REI

『テイルズ オブ ジ アビス』
トレーディングクリップポスター
『テイルズ オブ ジ アビス』
トレーディングクリップポスター 電撃コミックス

「テイルズ オブ ジ アビス(3)」
電撃コミックス
「テイルズ オブ ジ アビス(3)」

■価格：578円（税込） 発売中
■発売元：(株)メディアワークス
■お問い合わせ先：(株)メディアワークス･営業部
03-5281-5203

http://www.mediaworks.co.jp/

電撃コミックス『テイルズオブジアビス』第3
巻が好評発売中！EPISODE 13「不協の和音」
からEPISODE 17「闇と光」に加え、外伝
EPISODE 1「還るべき場所」を収録しています。

価格1,575円（税込） 発売中
メディアワークス刊
お問合わせ先：角川グループパブリッシング03-3238-8605

SDガンダムGジェネレーションクロスドライブ
ザ・マスターガイド

機動戦士ガンダムMS戦線0079 コンプリートガイド

SDガンダムGジェネレーションクロスドライブ
コンプリートガイド

ガンダム無双アートワークス

価格1,575円（税込） 発売中
エンターブレイン刊

価格1,680円（税込） 発売日2007年9月21日
エンターブレイン刊
お問合わせ先：カスタマーサポート0570-060-555

価格2,625円（税込） 発売中
コーエー刊
お問合わせ先：045-561-8181

© NBGI

攻略本＆設定資料集発売情報！攻略本＆設定資料集発売情報！
不朽の名作ビデオゲーム
『ゼビウス』、『ドルアーガの
塔』のポスターが復刻され
ました！80年代、ゲームセ
ンターに貼られていたあ
こがれのポスターを自分
の部屋に飾っちゃおう。

■価　格：各1,050円（税込）
■発売日：2007年10月上旬 発売予定
■発売元：アイズ･エンターテイメント（株）
■お問い合わせ先：アイズ･エンターテイメント
03-5259-0041（土･日･祝祭日を除く 10:00～18:00）
エンタシス･ファクトリー　http://www.enter-sis.com/factory/

© NBGI

「ナムコ クラシックシリーズ」グッズコレクション

復刻ポスター
『ゼビウス』『ドルアーガの塔』

「ナムコ クラシックシリーズ」グッズコレクション

復刻ポスター
『ゼビウス』『ドルアーガの塔』

ポスターサイズ：B2
（天地728mm×左右515mm）

http://www.hori.jp
http://www.mediaworks.co.jp
http://www.enter-sis.com/factory
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ゲームスタウン

エンターテインメントサイト うらないの島

スローライフ･コミュニケーションゲーム

※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。
※「EZweb」はKDDI株式会社の登録商標です。
※「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。
※ BREW®に関する商標は、Qualcomm社の商標登録、または商標です。

※ 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。

※「au」はKDDI株式会社の登録商標です。

鉄拳2

格闘ゲーム

対応機種：BREW3.1

今冬
配信開始
予定!!

自分のアバター（分身）を使って、
釣りを楽しんだり、お店で買い物
したり。島の住人や他のプレイヤー
とコミュニケーションをとり、気に
入ったプレイヤーと友達になって
お互いの島を行き来したり。季節
のイベントや自分なりの生活を楽
しめ、さらにネットワークを使って
どんどん世界が更新されていく。
いわばゴールのない、いつまでも
楽しめるゲームだよ！
また、ここは占いの結果が本当にな
る不思議な世界。占いを参考にし、
お得な仕掛けを見逃すな！

アーケードゲーム、家庭用ゲー
ムで人気を博した『鉄拳2』が、
ついにソフトバンクモバイルに
登場だ！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！

通信対戦
もじぴったん

対戦パズルゲーム

今度は通信対戦で『もじぴったん』！全国のプ
レイヤーとP2P通信対戦で腕を競えるよ！ス
テージは全部で16ステージと盛りだくさん！
交互にもじブロックを置いて、みんなで対戦
しちゃおう！

相手プレイヤーと交代で文字ブロック
を置いていこう。

自分の陣地の枚数が多いほうが
勝ちなのだ！

「占い」「おまじない」が本当になる島で、
自分だけのスローライフを楽しんじゃおう！！
「占い」「おまじない」が本当になる島で、
自分だけのスローライフを楽しんじゃおう！！

好評
配信中!!
月額315円
（ 税 込 ）

今冬
配信開始!!
月額315円
（ 税 込 ）

※アクセスに応じた通信料は別途必要です。

DoCoMo

au

SoftBank

3キャリアで遊べる
モバイルエンターテインメント

サイト 大好評
無料
配信中！

は、

http://gmtn.jpURL

豪華賞品Getのチャンス！豪華賞品Getのチャンス！
会員なら誰でも参加できる懸賞メニュ
ー『懸賞屋』では、毎月抽選で家庭用
ゲームソフトなど豪華賞品をプレゼン
ト。サイト上で簡単なアンケートに答
えるだけで参加できちゃうぞ！

最新情報をいち早くキャッチ！最新情報をいち早くキャッチ！
携帯専用公式サイトの情報がいつでも
チェックできるぞ。お気に入りのサイ
トを見つけにいこう！

情報交換しまくっちゃえ～！情報交換しまくっちゃえ～！
ゲームスタウン内
にいる会員同士で
ゲーム情報をはじ
め、街の流行情報や
人気スポットなど、
さまざまな情報を
交換しよう！

高品質！お試しゲームアプリ高品質！お試しゲームアプリ

オリジナルアバターを作ろう！オリジナルアバターを作ろう！
アバターは“自分の分身”。
ショップでアイテムを入手
して着せ替えを楽しもう！
「Myルーム」では日記や
掲示板も利用できる。仲間
の「ルーム」に訪問するこ
ともできちゃうぞ。

※公式サイトの会員登録は有料です。

※ゲーム画像は開発中のものです。

バンダイナムコゲームスが携帯電話向けに配信して
いる、『塊魂くん』や『テイルズ オブ』シリーズな
ど、人気のお試しゲームアプリを無料でプレイしま
くり！お気に入りを見つけたら、公式サイトへ簡単
にアクセス可能だよ！

鉄
拳
王

三
島
平
八

© 1994-2007 NBGI © 2001,2002,2005,2006,2007 NBGI
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記録的な猛暑も収まったようで、すっかり
秋だドン。秋がこれほどありがたかった
のは初めてだドン！
ところで、この夏から公式サイト『太鼓の
達人　ドンだーページ』がリニューアル
していたのを知っているカッ？まだ見て
いない人は要チェックだドン！

すでに弊社ウェブサイト等でお知らせしている通り、ニンテンドーDS用『太鼓の達人
DS タッチでドコドン！』につきまして、ゲーム内でキャラクターの着せかえを行うと、
ゲームが進行不能となる場合がある不具合がございましたが、当該不具合を修正した
製品（アップデート版）との無償交換対応の受付を、2007年8月22日より開始させて
いただきました。
お客様にはご迷惑をおかけいたしております事を、心よりお詫び申し上げます。

この情報は2007年9月20日時点のものです。

この夏より絶賛稼働中のアーケード用
『太鼓の達人10』、もうプレイしたカッ？
今回は全収録曲をドドーンとご紹介する
ドン。巷で話題になったあの曲から、人
気アニメ･特撮の主題歌、マニアックな
ゲームミュージックまで、バラエティ豊
かなラインナップ。目を皿のようにして
チェックするドン！

『太鼓の達人DS タッチでドコドン！』
不具合に関するお知らせ

【対象製品】
製品名：ニンテンドーDS用ゲームソフト『太鼓の達人DS タッチでドコドン！』
発売日：2007年7月26日（木）

【発生する不具合】
最大3名登録できるプレイヤーのキャラクター全員に着せかえアイテム（“ぼうし”と“ふく”）を
着せると、プレイヤー選択画面でプレイヤーを選択する際にゲームが進行不能になる場合がある。

【交換対応の受付について】
弊社のウェブサイト上の「PC専用『太鼓の達人DS』交換受付フォーム」、または、「『太鼓の達人
DS』交換受付電話窓口」にて、交換申し込みくださいますようお願い申し上げます。
また、大変恐れ入りますが、従来品から「アップデート版」へのセーブデータの引継等は出来かね
ますのでご容赦ください。

■PC専用「太鼓の達人DS」交換受付フォーム　（24時間受付）
http://www.bngi-channel.jp/information/taiko_nds.html

■「太鼓の達人 DS」交換受付電話窓口
専用フリーダイヤル：0120-086680 （一部IP電話ではご利用いただけない場合があります）
電話受付時間 9:30～17:00 （土・日・祝祭日を除く）

※今回の交換は販売店様店頭では実施しておりません。
※詳しくは以下URLも御確認下さい。
http://www.bngi-channel.jp/information/taiko_nds.html

★Love so sweet
ドラマ「花より男子2（リターンズ）」主題歌
★アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士
★三日月
★千の夜をこえて
★WINDING ROAD
★SEVENTH HEAVEN
★イカSUMMER
★道
★Lovin' Life
★愛しい人へ
★DANCE2 feat.ソイソース
★WON'T BE LONG
★リルラ　リルハ
★夏のドナサマー
★ストロベリmelody
★みかんのうた
★EZ DO DANCE
★HOT LIMIT
★マタアイマショウ
・抱いてセニョリータ
TVドラマ「クロサギ」より
・気分上々↑↑
・TRAIN-TRAIN
・リンダリンダ
・前略、道の上より
・紅
・夏祭り
・花
・天体観測

★＝NEW

★アンパンマンたいそう
★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
★名探偵コナン　メイン・テーマ アニメ「名探偵コナン」より
★獣拳戦隊ゲキレンジャー
★Climax Jump 「仮面ライダー電王」より
★ハッピー☆彡
★ゲゲゲの鬼太郎
★もってけ！セーラーふく 「らき☆すた」より
★Sha la la -アヤカシNIGHT- アニメ「結界師」より
★銀色の空
★Hero's Come Back!! 「NARUTO－ナルト－疾風伝」より
★Brightdown 「D.Gray-man」より
★ALONES 「BLEACH」より
★Allegro Cantabile
・アンパンマンのマーチ
・ドラえもんのうた
・ハグしちゃお 「ドラえもん」より
・アララの呪文
・ハム太郎とっとこうた 「とっとこハム太郎はーい！」より
・ユルユルでDE-O! アニメ「クレヨンしんちゃん」より
・にんげんっていいな 「まんが日本昔ばなし」より
・ハレ晴レユカイ 「涼宮ハルヒの憂鬱」より
・残酷な天使のテーゼ
・サザエさん一家
・タッチ
・CHA-LA HEAD-CHA-LA 「ドラゴンボールZ」より

★エージェント夜を往く 「THE IDOLM@STER」より
★ナムコットメドレー
★シンフォニック　モトス
★Dual Moon タイトー「METAL BLACK」より
★ナックルヘッズ 鷹舞狼吼
・スーパーマリオブラザーズ
・GO MY WAY!! 「THE IDOLM@STER」より
・もじぴったんメドレー
・ドラゴンセイバー 水没都市
・ドラゴンスピリットメドレー
・ソウルキャリバーII Brave Sword,Braver Soul
・DADDY MULK タイトー 「ニンジャウォーリアーズ」より
・KAGEKIYO 源平討魔伝メドレー

★プリごろ太マーチ
★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
★ロッキーのテーマ
・やわらか戦車
・南中ソーラン TAKIO'S SOHRAN2
・ミッキーマウス・マーチ

★アメイジンググレイス
・いぬのおまわりさん
・もりのくまさん

★メヌエット
★序曲「フィガロの結婚」 モーツァルト
★星条旗よ永遠なれ スーザ
★剣士の入場 フチーク
★モンタギュー家とキャピュレット家 プロコフィエフ
・白鳥の湖　～still a duckling～
・行進曲「くるみ割り人形」から チャイコフスキー
・天国と地獄　序曲 オッフェンバック
・カルメン　組曲一番終曲 ビゼー

★ヌムジカac.10
★デザート de 焼肉（サハラ編）
★黒船来航
★伝説の祭り
★リンダは今日も絶好調
★てんぢく2000
月下美人
メカデス。
風雲！バチお先生
さいたま2000
ケチャドン2000
恋文2000
よくでる2000
タベルナ2000
きたさいたま2000
十露盤2000

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆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 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

この夏、太鼓の達人の公式サイト
『太鼓の達人 ドンだーページ』が
装いも新たにリニューアルオープ
ン！「製品情報」のほか、太鼓チ
ームの生の声をお伝えするブログ
「開発日記」や、キャラクター達の
4コマ風まんがなど、もりだくさ
んの内容だドン！今すぐアクセス
するドン！

まんが ぬり絵 ミニゲーム

新アドレス　http://taiko.namco-ch.net/

http://www.bngi-channel.jp/information/taiko_nds.html
http://www.bngi-channel.jp/information/taiko_nds.html
http://taiko.namco-ch.net
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http://www.animalkaiser.com/
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強くなることに対しストイックなボブ。体格
の大きい相手に勝つため「ウェイトとパワー
を増やしつつスピードも保つ」肉体改造に着
手する。その結果、周囲からはただ太っただ
けに見えたが、自身では「スピード、パワー、
ウェイト、全てにおいてパーフェクトだ。正
に究極の肉体の完成だ！」と、満足する結果を
得た。そして己の肉体を試すため、THE KING
OF IRON FIST TOURNAMENT 6に出場する
ことを決意したのだった。

「鉄拳6」では新たに「レイジシステム」をはじめ、数々の新システム
が導入される。まだまだベールに隠されている部分も多いが、それ
らの一端を紹介しよう。新システムを活用して勝ち上がれ！新システムを活用して勝ち上がれ！

対戦中に攻撃を受けて体力が一定値
まで減ると、「怒り」が増幅して【レイ
ジ＝怒りパワー】が発動する。この状
態になると両手から炎が発生し、相
手に与えるダメージが増加するのだ。
これまでは大幅に体力が減少した状
態からの逆転は難しかったが、これ
で最後まで緊迫した対戦が可能に
なる。

レイジシステム

ステージ移動

チームコミュニティ

アイテム技・
カスタム

過去のシリーズでも電話ボックスな
ど、ステージ内の構造物が破壊され
ることはあった。『鉄拳6』ではこれ
に加えて、壁や床の一部が崩壊する
ことで隣接する別エリアに移動で
きる場合がある。戦いの環境が一変
することで、まったく新しいバトル
が行われることになるのだ。これも
戦略の幅を大いに広げそうだ。

激しいバトルだけではなく、遊び心
も忘れないのが本シリーズの特徴。
『鉄拳6』ではキャラクターごとに
「アイテム技」が設定され、思わずニ
ヤリとするような技が出せるように
なった。『鉄拳5』から導入されたコ
スチュームのカスタマイズも踏襲。
キャラクターの衣装を自分好みに
アレンジできる！

友達同士で遊ぶことで、より楽しみが
広がる「チームコミュニティ」。本作で
はシステムも刷新され、チーム対抗戦
やチームレベルなど、メンバーで協力
してチームを成長させる要素が採り入
れられた。チームを組むことで「トラ
イアル」に参加することもできる。

褒章システム
「褒章システム」とは、特定の条件
を満たす事でプレイヤーに与えら
れる称号のこと。携帯サイトで確
認することができる。連勝･連敗だ
けでなく、特定のプレイスタイルで
戦ったり、毎日プレイするなど、さ
まざまな条件が用意されている。

三島平八の生存に胸を
撫で下ろした凌 暁雨。
しかし、その命を三島
財閥の新頭首となった
風間仁が狙っていると
いう。やがて三島財閥
による宣戦布告で、世
界は戦争に巻き込まれ
ていった。暁雨は悪の
道に染まった仁の更生
のため、今大会に参加
するのだった。

新キャラクターの1人、ボブ。その圧倒的な肉体は鉄拳キャラクターの中でも異質な存在だ。
それだけに秘めた実力を予感させる。この男の参戦は大会に何をもたらすのか!?

父親に内緒で前大会に出
場したものの、風間 飛鳥
との対戦に敗れたリリ。
そんなある日、父親が所
有する油田を三島財閥が
占拠。父親も対応に追わ
れ過労で倒れてしまう。
リリは父親を救うため、
THE KING OF IRON
FIST TOURNAMENT
6に参加するのだった。

前大会ではクマを倒した
ところで力尽きたポール･
フェニックス。賞金を得ら
れぬまま、借金地獄に苦
しんでいたポールは、再
びTHE KING OF IRON
FIST TOURNAMENT
が開催されることを知る。
是が非でも優勝するため、
彼はロウにチーム結成の
相談を持ちかけた…。

前大会の最中に不法就労がばれ、アメ
リカに強制送還されたマーシャル･ロ
ウ。身内の不祥事も抱え、金の目処が
立たず途方に暮れていた。そんな折、
親友のポールからチーム結成の打診
を受けたロウは、世界的に有名なボク
サー、スティーブにも目をつけた…。

三島財閥の研究所を破
壊し、過去を清算した
スティーブ･フォックス。
再びボクシングの世界
に戻ろうとしたが、戦
争でメジャー大会のほ
とんどが開催中止とな
る。そんな折に、ロウ
とポールから一緒にト
レーニングをしないか
という誘いが来た…。

THE KING OF IRON
FIST TOURNAMENT
5の終了後、ロシア各地
で三島財閥が黒幕と見
られる紛争や内乱が発
生。ドラグノフも各地で
激しい戦闘を繰り広げ
ていた。そんなある日、
軍上層部から T H E
KING OF IRON FIST
TOURNAMENT 6に
潜入し、三島財閥を潰す
よう特命を受ける。

三島一八の協力でG社を乗っ取っ
たブルース。G社は三島財閥と戦闘
を開始するだけでなく、風間仁に莫
大な報奨金をかける。これに対して
三島財閥はTHE KING OF IRON
FIST TOURNAMENT 6の開催を
発表した。ブルースは仁を捕らえる
ため、大会に参戦するのだった。

三島財閥とG社の戦闘で混
乱する世界。李はG社を影で
操っているのが三島一八であ
ることを知る。李はその一八
がTHE KING OF IRON
FIST TOURNAMENT 6
に参加するという情報を得
た。李は一八に近づくため、G
社の株主優待券を使って大
会に参加するのだった。

ロウの投げ技を受け、ポールの体力が減少した。このまま
では倒されてしまう。

激しい戦いの最中に、大技が決まってステージの床が
崩壊した！

姉のニーナに向けて、履いているハイヒールを蹴り
飛ばすアンナ。

ニーソックスにミニ
スカートと、現役女
子高生らしい外見に
変わった飛鳥。

そのまま階下に転落する一八とJACK-5。舞い上がる
粉塵が二人の周囲を覆う。

ブルースによって登場させられたヒヨコ。相手を挑発
するには最高だ。

チーム戦でしか得られないアイテムをゲットすることも可能だ。 コレクション性が高い機能で、かなりの種類が用意される模様だ。

階下のステージでバトルが再開された。床にはブロック
が散乱している。

旧式の拳銃を抜いて真上に発砲するレオ。敵が飛び越
そうとすると…？

ダメージを受けたことで体力ゲージが赤く光り出した。
レイジシステムの発動だ。

これがレイジシステムが発動した状態。敵に与える
ダメージが上昇する。

ボブ
Bob

凌 暁雨
リン･シャオユウ

リー･チャオラン

風間 飛鳥

アンナ･ウィリアムズ ブルース･アーヴィン レオアンナ･ウィリアムズ ブルース･アーヴィン レオ

鎧装束に身を包ん
だ平八。面と兜を
脱ぎ、髷姿で戦う
ことも可能だ。

三島 平八
ニッカボッカに
足袋とガテン系
に様変わりした
一八。意外と似
合ってるかも!?

三島 一八
メキシコ系レスラー
風に様変わりしたキ
ング。いかにも正当
派のマスクマンだ。

キング

Ling Xiaoyu

リリ
LILI

セルゲイ･
ドラグノフ

Sergey Dragunov

ポール･
フェニックス
Paul Fhoenix

ブルース･アーヴィン
Bruce Irvin

マーシャル･ロウ
Marshall Law

李 超狼
Lee Chaolan

スティーブ･フォックス
Steve Fox

New
Character

続々と明らかになってきた『鉄拳6』の
最新情報。今回は新キャラクター、ボブ
を初めとした9名のストーリーを紹介
しよう。また新たに導入された「レイ
ジシステム」をはじめ、新システムに
ついても一挙紹介。正式稼働までしっ
かり予習しておこう！

アーケード用対戦格闘ゲーム
2007年稼働開始予定

※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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週刊ヤングマガジン（講談社）で好評連載中の人気コミック「湾岸ミッドナイト」の世界を体
感できる『湾岸ミッドナイト マキシマムチューン』シリーズに待望の最新作が登場！
最大の目玉はなんといっても分身対戦モード。“分身”はその店でプレイしたプレイヤーの走
りの“クセ”を覚えているから、実際の人と本当にバトルしている感覚が楽しめるのだ！
もちろん原作の世界が味わえるストーリーモードや乱入対戦モードなど、おなじみのモー
ドも大幅にパワーアップしているぞ！

35

ファン待望の『湾岸マキシ3』サントラが遂に発売！ ゲーム中で使用されるBGM全
22曲を完全収録。ゲームミュージック界のカリスマ“古代祐三”が手がける宝珠の
ハイスピードトランスに酔いしれろ！

湾岸ミッドナイト マキシマムチューン3 
オリジナル･サウンドトラック
価格：2,940円(税込)
発売日：2007年9月27日　品番:MJCD-20102
発売元：(株)マーベラスエンターテイメント
販売元：ジェネオンエンタテインメント(株)
初回封入特典：ゲーム連動プレミアムカード
お問い合わせ先：(株)マーベラスエンターテイメント
ユーザーサポート係
webmaster@mmv.jp

分身対戦モードでは、各コースの最強プレイヤーを倒
せば王冠を獲得！ただし自分の分身が敗れたら剥奪
されてしまう！リベンジで取り戻そう！

分身対戦モードをプレイしていくと、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！

オリジナル･サウンドトラック発売！

http://gundam-kizuna.jp
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住所／〒166-0001
東京都杉並区阿佐ヶ谷北2-13-2 
阿佐谷北口駅前ビル1・2F
TEL／03-3223-3765
営業時間／10:00～25:00（年中無休）

ナムコランド仙台クリスロード店
宮城県 仙台市

住所／〒980-0021宮城県仙台市青葉区中央2-5-5
三経60ビルB1～2F

TEL／022-722-5820
営業時間／10:00～24:00（年中無休）

東京都杉並区

当店のモットーは、「お客様のご要望に対して親身に対応すること」！スタッフみん
なで心がけています。ゲーム大会やオフ会等の開催希望がございましたら、お気軽
にご相談下さい！充実度満点の『機動戦士ガンダム 戦場の絆』や『湾岸ミッドナイト
マキシマムチューン3』コーナーでもイベントを定期的に開催予定です！

仙台に誕生した駅前のゲームパラダイス
へようこそ!!1階は各種そろえた景品コー
ナー。地下には熱いビデオコーナーと居心
地重視の麻雀コーナー。『湾岸ミッドナイト
マキシマムチューン3』はもちろん4台設
置。2階には全国でも数少ない『機動戦士
ガンダム 戦場の絆』が、な、なんと16台
設置と、幅広いユーザーにご満足いただ
ける本格派の品揃えとなっています。しか
も、ビルにはサブカルチャー系ショップが
立ち並び、イベントのある日は店内にメイ
ドさんも登場します！是非一度お立ち寄
り下さい!!

怒涛の16台だぜ！（自慢）定期的に大会もやってるぜ！

メイドさんキターーッ！左から、こさかサン、しばたサン、
たかやまストアマネージャー。

長時間遊べちゃうメダルゲームも
充実の品揃え。

超大人気機種はやっぱりコレ！『戦場の絆』

『湾岸マキシ3』イベントがア･ツ･イ！
キミの参加を待っているぜ！

ナムコランド阿佐ヶ谷店

住所／〒504-0943
岐阜県各務原市那加萱場町3-8
イオン各務原ショッピングセンター2F
TEL／058-375-3007（ナムコランド）

058-375-3108（アイスクリームシティ）
営業時間／9:00～23:00 （年中無休）

※東海北陸自動車道 岐阜各務原IC 国道21号線沿い
※各務原市役所前駅、新那加駅よりシャトルバスあり

※カードゲームコーナーとシー
ルプリントコーナーは、午後5時
以降も年齢制限なく遊べるヨ！

岐阜県 各務原市

ナムコランド各務原店
かかみがはら

奥に進むと
そこにあるのは…

園内で座ってゆっくり食べ比べできちゃう☆
平日の午前中は比較的空いてるのでオススメ！

© 2007 NAMCO LTD., ALL RIGHT RESERVED.

景
品
担
当

は
な
わ
さ
ん

個性あふれるナムコのロケーションが続々と
オープンしているぞ！もう、どんだけ～！？
個性あふれるナムコのロケーションが続々と
オープンしているぞ！もう、どんだけ～！？

イチコ･キウイ･マ
ンゴーの果肉たっ
ぷり！フワッフワ
でミルキー!これ
は初めての食感！

た
か
や
ま
ス
ト
ア

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

左から、スタッフのいまい
ずみサン、かずゆきサン、
さとうサン。「おっきな景
品も揃ってま～す！」

取れる気のしない台なんて置きたくないっ！
それが当店のポリシーです。

あ
べ
ス
ト
ア

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
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3つ集めたくなっちゃうね♪�
お部屋のインテリアにぜひ！�
約29cmのおっきめサイズ！�
癒されることまちがいナシ！�
どちらも景品初登場！�

迫力のアクションポーズ！�
この精巧さはスゴイッ！�
人気シリーズ第6弾！�
にくめない妖怪だぜ☆�

3つ集めたくなっちゃうね♪�
お部屋のインテリアにぜひ！�
約29cmのおっきめサイズ！�
癒されることまちがいナシ！�
どちらも景品初登場！�

迫力のアクションポーズ！�
この精巧さはスゴイッ！�
人気シリーズ第6弾！�
にくめない妖怪だぜ☆�

3つ集めたくなっちゃうね♪�
お部屋のインテリアにぜひ！�
約29cmのおっきめサイズ！�
癒されることまちがいナシ！�
どちらも景品初登場！�

迫力のアクションポーズ！�
この精巧さはスゴイッ！�
人気シリーズ第6弾！�
にくめない妖怪だぜ☆�

人気のDXソフビシリーズにスペシャルアソート
が登場!!悟空、クリリン、亀仙人の3種。

巷で大人気のバナ夫のインパクトバツグンな
ティッシュケース。表情がなんともいえない～☆

雪の結晶がデザインされたかわいい
ぬいぐるみ。瞳の中にも結晶が！

2008年の干支、ネズミの着ぐるみをきたカピバラさん。
着ぐるみは脱がせることができちゃう！

第5弾は、ゼロノス（アルタイルフォーム）と
ウイングフォームだ！たまらない高級感！

ベジットとゴテンクスのフィギュアです。
ファンなら絶対に見逃すな！

ポケモンのディアルガとパルキアが組立式
DXソフビフィギュアになったぞっ！

目玉おやじとぬりかべの大きなぬいぐるみ。
寝そべった目玉おやじが超～カワイイッ☆

※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！
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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7F
TEL／06-6646-0765
営業時間／11:00～23:00（ラストオーダー22:30） 住所／〒530-0018

大阪府大阪市北区小松原町3-3
OSビル3F

TEL／06-6313-0765
営業時間／11:00～23:00
※季節によって変更あり

住所／〒920-0849
石川県金沢市堀川新町3-1
金沢フォーラス5F
TEL／076-265-3613
営業時間／10:00～21:00（不定休）

大阪梅田OSビルにある餃子文化の
殿堂『浪花餃子スタジアム』では、9つ
のご当地餃子の名店の焼き立て餃子
が楽しめます。さらに、お土産餃子が
揃った「浪花ご当地餃子特捜隊」に
は、冷凍餃子から中華デザートまで
幅広くラインナップされています！

大阪「なんばパークス」7階にある『コバランチ』では、佐世保バーガー、博多やきカレー、
大阪鉄板焼、長崎ちゃんぽんなど、全国ご当地フードの名店10店舗の味をフードコート
スタイルで気軽に楽しめます。この秋、ジャンボメニューが登場予定です！

「金沢フォーラス」5階にある『金沢デザートフォレスト』では、お取り寄せデザートから、
話題の佐世保バーガー「ビッグマン」、軽井沢セレブご用達のクレープ専門店「アンジェ
リーナ」で本格ご当地フードが楽しめます。3色のチョコの噴水につけてフルーツを召し
上がっていただく“チョコレートファウンテン”も開催中！

皆様
、こん

にち
は。

フー
ドテ
ーマ
パー
ク

ニュ
ース
の時
間で
す。

©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション © KAMIO JAPAN ©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション Chupa Chups TM Authorised Licensee. ©2007 © TRYWORKS ©2007 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映
© Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku © Pokémon ©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション

ぬいぐるみティッシュケース スーパーDXぬいぐるみ～ウィンターver.～DXソフビフィギュア～スペシャルアソート～

ビッグサイズソフビフィギュアインブリスター5 組立式DXソフビフィギュア2スーパーDX2008年干支スタイルぬいぐるみ

スーパーDX目玉おやじとぬりかべぬいぐるみビッグサイズソフビフィギュアインブリスター6組立式DXソフビフィギュア

ぬいぐるみティッシュケース スーパーDXぬいぐるみ～ウィンターver.～DXソフビフィギュア～スペシャルアソート～

ビッグサイズソフビフィギュアインブリスター5 組立式DXソフビフィギュア2スーパーDX2008年干支スタイルぬいぐるみ

スーパーDX目玉おやじとぬりかべぬいぐるみビッグサイズソフビフィギュアインブリスター6組立式DXソフビフィギュア

ドラゴンボール エリートバナナ　バナ夫 チョッパチャプス

仮面ライダー電王カピバラさん ドラゴンボールZ

ゲゲゲの鬼太郎仮面ライダー電王ポケットモンスターダイヤモンド＆パール

電王クライマックスフォームが登場!!
ゼロノスはライダーパスを持っています。
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これはもう、
行くしかないニャ！

選んだデザートの色でその日の気分が
わかる！白や赤、緑や黄色など、見た目
にも楽しい鮮やかなデザートを食べな
がら、気軽に占いも楽しんじゃおう。

体に嬉しいコラーゲン
やセサミンなどを使っ
たアイスが登場。“美”
を極めてライバルに差
をつけよう！

秋の定番デザートといえば“モンブラン”！ユニークでかわ
いいものをはじめ、日本中の選りすぐり絶品モンブランが
勢ぞろいしてるぞ。

11月11日の「チーズの日」にちなみ、全店からチーズを
使用したオリジナル餃子による対決を開催。アツアツ
でとろけるチーズにうなること間違いナシ！

※チーズの提供はカップになります

アジアンなお茶など、より「リラッ
クス」できる期間限定ティーがり
らくの森に勢ぞろい！施術後にぜ
ひどうぞ♪

巧みにナンジャタウンに身を潜めて
いるガウストを探知＆捕獲せよ！

定番のギョーザだって負けてないゼ！

in デザート博覧会 in 東京デザート共和国

in アイスクリームシティin 池袋餃子スタジアム

in りらくの森 大好評稼働中!!

New
shop

一口餃子クーニャンの

お菓子のIKEDA-YAの

ルコラニコラ+ko*co 笑うスイーツの

『カレー餃子のチーズフォンデュディップ』

Glacio（グラシオ）の

『ベルジャンクィーン』

幻の果実「満福の実」を見つけ出せ！
園内を巡る期間限定イベントだヨ！

『八重垣姫
モンブラン小布施の栗』

『モンブランの山男』

9月15日（土）～
12月16日（日）

ナジャヴ・ナンジャと満福収穫団ナジャヴ・ナンジャと満福収穫団

New
shopタルト工房タルト工房

注目の2店、堂々の仲間入り♪

ラウシアンラウシアン

この夏オープン♪

『そんな！！バナナ』
フルーツの美味しさを
ここまで引き出すとは！
アッパレ！

食べるほど痩せるアイス！？

中に“ぎゅうひ”が入って
るのも面白い！

見てるだけで幸せになれ
ちゃうネ♪

ストレッチしながら筋肉をほぐす。

日本三大和栗“小布施の栗”を使用。 『プロヴァンス
の石畳』

濃厚で味わい豊か～！パ
ティシエの技がキラリと
光る一品。

New
shop菓子工房 プロヴァンス菓子工房 プロヴァンス

えんふぁん。の

『ずんだモンブラン』

ビルイン型テーマパーク
ナムコ･ナンジャタウン

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！

「ビィ･ノワーズ」がなかなか手に入りません。もっと店舗にいっぱい置いてください。PSP
『涼宮ハルヒの約束』とPS2『涼宮ハルヒの戸惑』の情報を載せてほしいなぁ…。

愛知県　み屋さん

でしょ？お店の人、「ビィ･ノワーズ」をもっといっぱい置いてくれー！でもって、み屋さ
ん、お待たせしました！24＆25ページのBN Powerは、『涼宮ハルヒ』の大特集だよっ！

PS3、Wii、Xbox 360とゲーム機が多すぎるので、『トラスティベル～ショパンの夢～』とXbox
360とを一緒に買うべきか、ものすごく迷ってます。しかし、これは両方とも買うしかないと
思います。もうじき誕生日、あと少しの辛抱なのでガンバロウと思います！

山口県　RX-371さん

『トラスティベル～ショパンの夢～』をやりたくてXbox 360を買う人、多いんじゃ
ないかな。お誕生日には誰かに買ってもらえた？いいなあ、オイラも早く誕生日来
ないかな！

クレーンゲームで景品を取りまくって帰る時は、手柄をあげて城へ戻る戦国武将の気分です。
福岡県　百武弘二さん

な、な、なんてカッコイイたとえなんだ！弘二さんには会ったことないけど、肩に大きな
景品袋をかつぎ、誇らしげに帰る姿がなんだか目に浮かぶよー。

『湾岸マキシ3』めちゃ×2おもろいですが、分身対
戦モードの最強プレイヤーが速くて手も足もでませ
んでした。（泣）←くやし泣き　『マキシ1』からや
っているプライドにかけて、全コース最速になっ
てやるぜウオー!!（メラ×2）←闘志を燃やしてる！

石川県　I FD3Sさん

おお、みなぎる闘志が文章から伝わっ
てくるぜ！『湾岸ミッドナイト マキシ
マムチューン3』の魅力は、なんとい
っても分身対戦モードだからね。最速
目指してライバルたちに勝ってくれ！

『テイルズ オブ ファンタジア』のチェスター
が大好きです!!兄貴分だし妹想いで…私のツ
ボです（*´▽｀*）もうチェスターに守ら
れたいです!!                   長崎県　灰闇さん

頼れる男はやっぱりモテるんだ
な…メモメモ。オイラも女の子
にはやさしいぜっ！好きな人の
ことは守りたいしね。なーんて、
ちょっとカッコつけてしまった
…ハズカシイ！

今さらですが、『ナムコ クロス カプコン』（通称
ナムカプ）にはまってます！主人公の有栖零児
（ありすれいじ）や小牟（シャオムゥ）をはじめ、
本作のみのオリキャラや、ナムコとカプコンの2
大メーカーのキャラが大集合してるし、戦闘シス
テムもめちゃくちゃ「最高」です！まだまだ初心
者ですが、全クリア目指してがんばります！

鹿児島県　E-NOURSさん

熱～いメッセージとイラスト、どうも
ありがとう！ペンネームもステキだ
ね（笑）『ナムコ クロス カプコン』は
まだやったことないんだけど、ぜ
ひ遊んでみようって気になったよ！

私は現在シングアソングどんだ～（私の
造語でプレイ中に歌いながら叩く太鼓プレ
イヤーのこと）を目指しています。歌とプ
レイの両方に力を注ぐので、おのずと難易
度が上がりますが、やってみると面白いも
のです。今はおにの中難易度の曲が限度で
すが、歌わなければ高難易度の曲はクリア
ーできるので、歌いながらのクリアーもで
きるように練習あるのみです。
静岡県　サンジュラスさん

『太鼓』の上手いサンジュラスさんのことは覚えてるぜー！「シング
アソングどんだ～」ってネーミング、すっごくイケてる！難しそうだ
けど、オイラもぜひ挑戦してみよーっと！

ビィ･ノワーズ、ゲーム屋さんの片すみで
発見し、家で読みました。オールカラーで
内容もゲーム以外ももりだくさんで、とっ
てもおもしろかったです。これを見て、
家族で明日ナンジャタウンに行く事が
決定しました。ありがとう。

埼玉県　田口 澪さん

こちらこそ、楽しく読んでくれてありがとう！しかも、実際にナムコ･
ナンジャタウンに行くことにしただなんて、オイラもメッチャ嬉し
い！秋も美味しいイベントいっぱいだから、何度も遊びに行ってく
れよなっ！

みんな、元気だった？秋になってどんどん涼
しくなり、夏を満喫したオイラはちょっぴり
おセンチモード。でも、そんなの関係ねーー
っ！！たくさん届いたおハガキを、元気よく
紹介していくぜっ！みんな、ついてこーい！

P40を
チェック
ニャン★
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今回はバラエティ豊かな作品が揃
ったよ！みんな上手だなあ～。で
きるだけたくさん紹介するね！

愛知県　神谷 優さん
『テイルズ』シリーズのキャラクタ
ーはみんな魅力的すぎるよね！

鳥取県　LIMEさん
このキャラを知っているとは！
LIMEさん、おぬしも通だのお。

東京都　
友麻佳さ

ん

チェルシーのおませでキュートな
雰囲気がよく出ているね！

大分県　ごるどらごさん

すっごく細かいところまで丁寧に描かれた入魂
の作品。アッパレ！

富山県　流火季月さん
う、美しい…。オイラ子供だから、
目のやり場に困っちゃう！

東京都　イズミシロさん
イズミシロさんのイラストも世
界観がステキだよ～☆惚れた！

埼玉県　ことさん
トクナガに乗ったアニスだね♪
表情がなんともかわいいぜ!

茨城県　カエルさん
どわー大迫力の王様！オイラこの
作品、机に飾っておきたいー！

たまごっちの商品であふれる夢のようなお店がついにオープンし
たよ！ここでしか手に入らない限定グッズもいっぱい！みんな、
「たまデパ」に遊びにきてね！

見て、見て♪かわいらしい店内でしょ～？

住所／〒112-8575
東京都文京区後楽1-3-61 東京ドーム3F（22番ゲートの上）
TEL／03-5842-5451

たまごっち大王に会えれば、
願いがかなうかも！？

ふんわりおいしいドーナツ
屋さんもあるヨ♪

http://tamagotch.channel.or.jp/tamadepa/

東京ドームに
「たまごっちデパート」オープン!!
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