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家庭用『太鼓の達人』シリーズ最新作。今回のイチオシは新モード
「わいわい太鼓合戦」！これは、2人～8人まで参加できるチームバ
トル戦だドン！
「個人戦」では、通常プレイ後に
観戦メンバー用の「ボーナスク
イズ」が出題されるから、見て
いる人たちも楽しめるドン！そ
して、「団体戦」では1曲をリレ
ー形式で演奏するので、曲の途
中でプレイヤーを交代する必要
があるドン。おっとと、バチを
落とさないように！

2004年7月22日発売予定
ソフト単品　4,500円（税込4,725円）
タタコン同梱版　6,980円（税込7,329円）
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「わいわい太鼓合戦」搭載で
さらに楽しく！にぎやかに！

ウェブサイト「ナムコ・ドンだーページ」もリニューアルしたドン！
『太鼓の達人』の最新情報はこちらでチェックだドン！ http://www.namco.co.jp/donderpage/

問い合わせ先：アイリン株式会社　キャラクター事業部
☎03-3668-1256
（土・日・祝日を除く10:00～17:00）

バラエティに富んだミニゲームは4種類！
画面は「スイカでプププ」（連打系）。

●さくらんぼ
●上海ハニー
●天体観測
●夏色
●SHAKE
●負けないで
●青い珊瑚礁
●君は天然色
●もらい泣き

●自由　女子十二楽坊
●いいもんだなぁふるさとは
明治カールの歌

●やっぱりサルゲッチュ
●おもちゃのチャチャチャ
●クラリネットをこわしちゃった

●交響曲第25番ト短調第一楽章
●ハンガリー舞曲第 5番
●「カルメン」より闘牛士の歌　
●フニクリ・フニクラ

●ラムのラブソング　うる星やつらより
●GO!!! NARUTOより
●特捜戦隊デカレンジャー
●BON VOYAGE！　ワンピースより
●DANZEN！ふたりはプリキュア
ふたりはプリキュアより

●葛飾ラプソディー～ヤムヤムversion～
こちら葛飾区亀有公園前派出所より

●おはよう！太鼓サマー
●ダジャレdeオシャレ
●スクロール・ミカ
●どんちゃん　世界旅行
●どん子のファーストデート
●うなぎのたましいロック
●塊オンザロック～メインテーマ　塊魂
●ドラゴンスピリットメドレー
●Ridge Racer リッジレーサー
●妖怪道中記音頭
●バベルの塔

●Rare Hero リッジレーサー
●ブルちゃんのおやつ
●サンダーセプターメドレー
●ケチャドン2000
●音符のうた

2003年夏にも実施した全国キャラバンイベントを今年も開催しま
す！今年は、右の全国7大都市にて展開！家庭用『太鼓の達人』を
実際に楽しめるほか、スペシャルゲストによるステージ、キャラクタ
ー撮影会、ゲーム大会など、盛り沢山の内容でお待ちしてまーす！
もちろん参加費は無料！どなたでも気軽に参加でき、ご家族・友人同
士で一日中お楽しみいただけますので、ぜひ足をお運び下さい！

収録曲はシリーズ最多の全58曲！

業務用　2004年7月稼働予定

●夏色　[NEW]
●さくらんぼ　[NEW]
●上海ハニー　[NEW]
●負けないで　[NEW]
●Sunny Day Sunday [NEW]
●もらい泣き　[NEW]
●天体観測　[NEW]
●青い珊瑚礁　[NEW]
●大迷惑　[NEW]
●SHAKE [NEW]
●そばかす
●夏祭り
●大切なもの
●TRAIN-TRAIN
●UFO

●特捜戦隊デカレンジャー　[NEW]
●BON VOYAGE！
ワンピースより　[NEW]

●DANZEN！ふたりはプリキュア
ふたりはプリキュアより　[NEW]

●葛飾ラプソディー～ヤムヤムversion～
こちら葛飾区亀有公園前派出所より　[NEW]

●チャレンジャー!!
ポケットモンスターAGより　[NEW]

●GO!!! NARUTOより　[NEW]
●サザエさん　[NEW]
●おもちゃのチャチャチャ　[NEW]
●クラリネットをこわしちゃった　[NEW]
●いぬのおまわりさん　[NEW]
●ドラえもんのうた
●アンパンマンのマーチ
●ハム太郎とっとこうた
●もりのくまさん
●タッチ
●Get Wild シティハンターより
●宇宙戦艦ヤマト
●ルパン三世のテーマ'78
●ラムのラブソング　うる星やつらより

夏だドン！お祭りシーズン真っ盛りだドン！
この夏はおうち用とアーケード用と、両方に最新作が登場だドン！
どちらも新曲満載でお届けするドン！さらに、おうち用『太鼓の達人 あつ
まれ！祭りだ！！四代目』では、新モード「わいわい太鼓合戦」で、
みんなで一緒に楽しめるドン！夏休みは家族みんなで良い汗かくカッ？

「サルゲッチュ」シリーズのテーマ曲
「やっぱりサルゲッチュ」のプレイ画面
では、"ピポサル"君達がゲスト出演！

「いいもんだなぁふるさとは　明治カールの
歌」のプレイ画面では、カールおじさんをは
じめとしたおらが村の仲間達がゲスト出演！

大幅に強化したグラフィック、演出にも注目！

バラエティ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

J-POP ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

クラシック ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ナムコオリジナル ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

アニメ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

隠し楽曲 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

※画面は開発中のものです。

ピポサル：©2004 Sony Computer Entertainment Inc.

MeijiカールPresents

あつまれ！祭りだ！！太鼓の達人 大集合あつまれ！祭りだ！！太鼓の達人 大集合
主催：(株)ナムコ　協賛：明治製菓(株) 協力：(株)ソニー・コンピュータエンタテインメント

ショーツ（女の子用）
2004年7月頃発売予定

●星柄/680円（税込714円）2枚1組
カラー/ピンク、サックス　サイズ/100～130 綿100％

J-POP ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

キッズ・アニメ ★★★★★★★★★★★★★★★

●カルメン組曲1番終曲　[NEW]
●自由　女子十二楽坊　[NEW]
●日本ブレイク工業社歌　[NEW]
●ミッキーマウスマーチ　[NEW]
●ソーラン節　[NEW]
●交響曲第5番「運命」
●ウィリアム・テル序曲

●クラシックメドレー（ロック編）
●クラシックメドレー（運動会編）
●エレクトリカルパレード
BAROQUE HOEDOWN

●Rhythm and Police 踊る大捜査線より

●メカデス。 [NEW]
●さいたま2000 [NEW]
●ソウルキャリバーⅡ
Brave Sword, Braver Soul [NEW]

●ドラゴンスピリットメドレー　[NEW]
●スクロール・ミカ　[NEW]
●Ridge Racer リッジレーサー　[NEW]
●和太鼓戦隊ドンレンジャー　[NEW]
●ラブリーX
●風雲！バチお先生
●サタデー太鼓フィーバー
●ゴーゴー・キッチン
●KAGEKIYO 源平討魔伝メドレー
●太鼓侍

バラエティ ★★★★★★★★★★★★★★★

ナムコオリジナル ★★★★★★★★★★★★★

太 鼓 の 達 人 グ ッ ズ 情 報

「太鼓の達人」
おてだまぬいぐるみ
～どん＆かつ編～

「太鼓の達人」
木のぬくもりSLコレクション
～木だ！どん＆かつ編～

「太鼓の達人」
超でっかいぬいぐるみ

～お祭り！どん＆かつ編～

※写真は試作品です。イラストはイメージです。

「太鼓の達人」
ジェルおてだま

～ジェルおてだま！どん＆かつ編～

「太鼓の達人」
アクリルSLコレクション
～キラキラ！どん＆かつ編～

「太鼓の達人」
スクイーズSLコレクション
～スクイーズ！どん＆かつ編～

「太鼓の達人」
タフタ超でっかいぬいぐるみ
～タフタ！どん＆かつ編～

「太鼓の達人」
おてだまぬいぐるみ

～ぐんにゃりおてだま！どん＆かつ編～

「太鼓の達人」
たっくさんSLコレクション

～ちょっと大きい！どん＆かつ編～

「太鼓の達人」
ジェルSLコレクション
～ジェル！どん＆かつ編～

（6月投入予定） （6月投入予定） （7月投入予定）

（7月投入予定） （7月投入予定） （7月投入予定）

（8月投入予定） （8月投入予定） （8月投入予定）

（8月投入予定）

甚平
発売中　1,280円（税込1,344円）
カラー/ブルー、サックス
サイズ/100～130 綿100％（リップル加工）

ブリーフ（男の子用）
2004年7月頃発売予定

●ボーダー/680円（税込714円）2枚1組
カラー/ブルー系、グレー系
（それぞれ片面のみのプリントとなります）
サイズ/100～130 綿100％

●スパンカラー/580円（税込609円）2枚1組
カラー/ホワイト（それぞれ片面のみのプリントとなります）
サイズ/100～130 綿100％

●総柄/680円（税込714円）2枚1組
カラー/ホワイト、ピンク　サイズ/100～130
綿100％

アーケード用にも新バージョン登場だドン！
収録曲は最新楽曲からこれまでの人気曲まで、
シリーズ最多の全58曲！「曲から選ぶ！」
「コースから選ぶ！」、2つのモードも健在な
ので、好みにあわせて遊ぶドン！

日 時 地 区 会 場 ゲストタレント

7月25日(日) 

8月 1日(日) 

8月 8日(日) 

8月12日(木)

8月15日(日) 

8月22日(日) 

8月29日(日)

東 京

広 島

福 岡

大 阪

名古屋

札 幌

仙 台

お台場パレットタウン

ダイヤモンドシティ　ソレイユ

ダイヤモンドシティ・ルクル

ダイヤモンドシティ　テラス
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サッポロファクトリー アトリウム

ザ・モール仙台長町/2F憩いの広場

原口あきまさ

アメリカザリガニ

あさりど

吉本若手芸人 大集合

アリtoキリギリス

やるせなす

X-GUN

あつまれ！祭りだ！！太鼓の達人 大集合（全て、10:00～18:00（予定））

この夏、「太鼓の達人」のロゴとキャラクターをあし
らったかわいらしい小児用の肌着類が発売されます。
祭りのイメージにぴったりの甚平は青と水色（サック
ス）の2色。下着は女の子用のショーツと男の子用
のブリーフがあります（各2枚一組）。

明治製菓 カール：©MEIJI/©NITTO

最大8人で楽しめる「わいわい太鼓合戦」。
「どんチーム」vs「かつチーム」で対戦だ。

星 柄

総 柄 スパンカラー

ボーダー

ブルー

サックス

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

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

