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Wii はねるのトびらWii ギリギリッス
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情報満載！

『テイルズ オブ』シリーズ最新作がニンテンドーDS
で登場！ 躍動感あふれるアニメーションや独自の
戦闘システム、マルチカートリッジ（ワイヤレス）通
信による協力プレイ、“深いテーマ性”を内包した物
語など、シリーズの正統進化と呼ぶにふさわしい仕
上がりになっているぞ！
超常的な力を操る人間「異能者」が忌むべき存在と
して捕らえられる世界で、自らの「異能の力」に気
付いてしまった主人公のルカ。彼はひょんなことで
出会ったイリアたちと共に冒険に旅立つ！

©いのまたむつみ © NBGI

©いのまたむつみ © NBGI

Wii用ソフト　2008年春発売予定　価格未定

テイルズ オブ シンフォニア
－ラタトスクの騎士－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
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14 15※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

6,090円（税込）

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！

強
力
な
秘
奥
義
を

発
動
！

©いのまたむつみ ©2007 NBGI

バトルは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』のエッ
センスを融合し、さらにチューニングした
「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）」を採用。爽
快感のあるバトルが楽しめるぞ！また一定の
条件を満たすと秘奥義も繰り出せる！

街のギルドでは、さまざまな仕事の依頼（クエ
スト）が用意されている。成功すればさまざま
な報酬が得られるぞ。ギルド専用のダンジョン
はランダムマップだから何度でも楽しめる！
また通信プレイにも対応しているのだ！

© 藤島康介 © NBGI

※デザインはイメージです、
実際のものとは異なる場合がございます。

●“いのまたむつみ”氏描き下ろしイラストBOX
●メモリアル イラストブックレット(128P）
●オリジナルサウンドトラック
●PS2『テイルズ オブ デスティニー

ディレクターズカット』ソフト

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！ テイルズ史上人気No.1のキャラクター“リオン”を
主人公にした「リオンサイド」を収録！ リオンを中心にした視点で物語が
展開し、本編では明らかにされなかった舞台裏やリオンの心情を描くこと
によって、より深くTODの世界を味わうことができるのだ！

もうひとつの運命が動きだす･･･もうひとつの運命が動きだす･･･
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。

テイルズオブデスティニー
ディレクターズカット

プレイステーション2用ソフト　2008年1月31日発売予定
豪華プレミアムBOX 7,140円（税込） 通常版 6,090円（税込）

あの名作がプレイステーション･ポータブルで甦る。

新たな主人公エミル
を迎え、『テイルズ
オブ シンフォニア』
の2年後の世界を描
いた物語。

冒険中に入手した「素材」と自分の持っている
武器を合成させれば、さまざまな効果を持たせ
たプレイヤーオリジナルの武器が作りだせる！

本作はキャラクターの成長タイプ（スタイル）
をプレイヤーの好みにカスタマイズできるぞ。
スタイルがレベルアップすると「HP上昇」
「コンボプラス」といったアビリティを習得。
自由な育成を楽しもう！

冒険の要所では、シリーズでおなじみの「フェイス
チャット」でキャラクターたちの掛け合いを表現。
キャラクターたちの意外な一面が見えることも!?
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http://www.bngi-channel.jp/information/taiko_nds_update.html


©窪岡俊之 ©NBGI22

遂に発表になりました『アイドルマスターL4U！』。「L4U」とは
「ラッキー！4つも梅が入ってたよ梅酒に！」の略ではなく、「ライ
ブフォーユー！」の略なのです。ところで日本人って略すの好きで
すよね。ヤフメとかマルキューとか。確かに短い言葉の方があんま
り話さなくてもいいからECOですよね！……うん？「ライブフォー

ユー」（8文字）「エルフォーユー」（7文字）……。あまり変わってない
かも……。確かにセルフGSと普通のGSのレギュラーガソリンの価
格差くらいはあるけど（←わかりにくい例）あ！これからは「アフォー
ユー」くらいにすればいいんじゃないかな !?……でもなんだかアホ
そうですね。ということでやはりL4U！をよろしくメ●ドック！

★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
CHRISTMAS ALBUM(仮)

ライブステージを自在にコーディネイト！

THE IDOLM@STER
RADIO MASTER DIVA(仮)

春香・千早・やよい・真・美希による、新曲やカバーやトークで構成
された完全初回限定生産のクリスマスアルバム！

有名コンポーザーたちの競演で、たかはし×今井をプロデュース！

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：TEL 03(3588)2200

価格：2,300円（税込) 品番：COCX-34727
2007年12月19日発売予定
BOXパッケージクリスマス仕様　完全初回限定生産

歌：たかはし智秋、今井麻美
価格：2,500円（税込）
2008年1月30日発売予定

®

2007年10月28日（日）東京、11月3日（土）大阪、
11月4日（日）東京（追加公演）の3回にわたり、イベ
ント「Go to the NEXTSTAGE!! THE IDOLM@STER
GREAT PARTY」が開催されました。トークあり、ミニ
ドラマあり、そしてもちろんライブあり、とボリュームた
っぷりの内容でどの会場も大盛況！『アイマス』のさらな
る発展を象徴するイベントになりました！

10月28日のキャストで集合写真！
（左から）
若林直美さん、下田麻美さん、今井麻美さん、
中村繪里子さん、仁後真耶子さん、平田宏美さん、
滝田樹里さん。

Xbox 360
『アイドルマスター
ライブフォーユー！』

Xbox 360用ソフト
2008年2月28日発売予定
数量限定版 9,800円（税込）
通常版 7,140円（税込）

設定のごくごく一部を
ご紹介しちゃいます！

限定版には
アニメDVD同梱！

http://www.idolmaster.jp
http://shop.765.jp/idolmaster
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http://www.gundam-vs.jp/
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http://gundam-kizuna.jp/taikai/2007
http://gundam-kizuna.jp
http://www.animalkaiser.com/


3736

http://www.ds-tamagotch.com/ds03
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http://www.namja.jp
http://www.namja.jp
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http://www.roasis.net/
http://www.roasis.net/
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http://www.bandainamcogames.co.jp/blog/

