Namco Characters Winter Festival

喫茶ア･ソビーナの日常

『喫茶ア・ソビーナの日常』は、ナムコの公式ホームページ（ナムコ・ワンダー
ページ）にて展開しているオリジナルコンテンツです。喫茶店のマスターであ
る「五十番」と、ロボットの「平成とんちき丸」が繰り広げる脱力系アニメな
どが楽しめます。現在、皆様からのお便りと連動した「戯れ言」コーナーを随
時更新中ですので、お暇なときにでものぞいてみて下さい！

『喫茶ア・ソビーナの日常』http://www.namco.co.jp/asobina/
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塊 魂

ことばのパズル もじぴったん

太鼓の達人

テイルズ オブ リバース

スッカリ冬デスネ 寒イケレド コタツデゲームバッカリ ヤッテイナイデ
外デ元気ニ 鳥肌ビンビン 遊ボウヨ
トコロデ 塊魂ノ オシャレ漫画ハ イカガデシタカ？
王様ノ手袋ガ ウサギチャン柄トイウノガ トテモ意外性ガ有ッテ
良クデキテイルノデハナイカト 自分デハ思ッテイマス
評判ガ良ケレバ 単行本化モ考エテイルノデ 応援シテクダサイ 無理ダケド

『ぬ』と『へ』は、「もじぴったん」において使いづらい文字ベスト 2 です。
「ぬへる」なんて言葉があったら、難しかったあのステージも簡単に解けちゃ
う？！でも、使いにくい文字をどうしたらいいかを考えるのも、もじぴったん
の面白さの一つ。ヒラメキと偶然が言葉をつむぎだす、知的好奇心パズルゲー
ム。プレイステーション・ポータブル専用ソフトとして開発中の最新作「こと
ばのパズル もじぴったん大辞典」をお楽しみに！

最新作「太鼓の達人 ゴー！ゴー！五代目」の収録曲数は、シリーズ最大の 45 曲。
話題の J-POP、最新アニメの主題歌、なんと海外ドラマのあの曲も収録！演奏ゲー
ムも新音符が追加されて、ますます楽しくなったぞ。ミニゲームは、スピード感溢れ
る連打ゲームや動き回ってアイテムをキャッチするゲームなど 4 種類全て新作、対戦
が特に熱い！前作に引き続き、最大で 8 人まで一緒に遊べるわいわい太鼓合戦も収録。
何かと人が集まる年末にもってこいの盛りだくさんな内容で、12/9（木）発売！

ヒューマとガジュマが織りなす再誕の物語『テイルズ オブ リバース』。ガジ
ュマといえばしっぽですね。とくにユージーンのあの存在感に満ち満ちたしっ
ぽは、見るものの心を無性に揺り動かします。触ってみたい、撫でてみたい、
いやむしろ何よりもまずツッコミたい。そういった誰しもが持つであろう人間
として当たり前の感情を大事にしたいものですね。
『テイルズ オブ リバース』
、
12 月 16 日発売です。忘れないでね。

PS2『塊魂』特設サイト『塊魂 オンザウェブ』はコチラ！
http://katamaridamacy.jp

ウェブ上で遊べる「無料お試し版もじぴったん」もヨロシク！
http://namco-ch.net/mojipittan/
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製品情報は P18 の『ナムコ･ドンだ〜ページ出張版』をチェック!

製品情報は P10 の『やっぱりテイルズ オブ』をチェック!
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ドラゴンクロニクル

ノワーズをご覧の皆さん、こんにちは！ミルンです！
おかげさまで好評のドラゴンクロニクルが、この冬、遂にオンラインになって
登場します！その名も「ドラゴンクロニクルオンライン 天空大決戦」！全国
通信によるネットワークバトルを初めとして、新技・新属性等の新要素も盛り
だくさん！ずっと遊んでくれている人も初めての人も、この冬、一緒にオンラ
インで熱くなろうね♪よろしくね！

製品情報は P24 をチェック!
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鉄 拳

････はい、上の漫画とは関係ありませんがみなさんこんばんは鉄拳プロジェク
トの原田です。
みなさん既に鉄拳 5 は遊んで頂けましたでしょうか！？
今回の鉄拳 5 は鉄拳シリーズ 10 年間の集大成として、鉄拳プロジェクトが命
を削って作り上げた作品ですので、是非一度ネットワークカードを作って遊ん
でみて下さい！今後とも鉄拳シリーズをよろしくお願いします！

製品情報は P20 をチェック!

パックピクス

『パックピクス』はニンテンドー DS のタッチパネルを使い、画面上で自分が
描いたパックマンを動かしちゃうというスゴイゲーム。一度体験すると、その
不思議さのとりこになることは間違いなし！現在はチーム一同寝る間も惜しん
で、もっともっと面白くなるようがんばって開発してます！お店で見かけるこ
とがあったら、是非、是非、遊んでみてくださいね！

製品情報は P16 をチェック!

ミスタードリラー

待たせたな、アタルだ。ついにドリラーシリーズ最新作『ミスタードリラー
ドリルスピリッツ』がニンテンドー DS に登場だ。ドリスピでは２画面を使っ
て掘りまくるぜ！今回の目玉は、「マドリョリル」との追いかけっこが超熱い
「プレッシャー」モードだ。ヤツを倒せば勝ち。簡単よ。さらに「ドリラーレ
ース」もワイヤレス５人対戦ができるようになってかなり熱い。友だちや兄弟
みんなで遊べば盛り上がること間違いなしだぜ！

製品情報は P16 をチェック!
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マンガで楽しめるナムコゲーム

ナムコ･ナンジャタウン

ファミスタモバイル

アイドルマスター

今回の特集はいかがだったかな？ なに、もっと読みたい
って?! そんなキミにはこちらの本をご紹介！ 読めばキ
ャラクターたちの新たな一面や、ゲームへの思い入れが
一段とアップすること間違いナシだ！

テイルズ オブ シンフォニア コミック
アンソロジー（VOL.1 〜 3）
ゲーム中では語られる事の
ない登場人物たちの日常や
イベントの舞台裏を、大勢
の作家陣が独特のアレンジ
でコミック化。リフィルの
遺跡モードやロイドの熱血
ぶりなど魅力満載です！
価格：各 890 円(税込) VOL.1 〜 3
まで発売中
発売元・出版社：(株)スタジオ ディ
ー・エヌ・エー
お問い合わせ先：(株)スタジオ ディ
ー・エヌ・エー 営業部
03-5335-0320（月〜金 9:00 〜
17:00）

© 藤島康介 ©NAMCO LTD.

ガンガン WING コミックス テイルズ
オブ エターニア（第 1 〜 6 巻）
『テイルズ オブ エターニ
ア』のゲーム本編を漫画化
した単行本シリーズ。最新
の第 6 巻ではセルシウスと
の戦いからバリル城へ乗り
込むまでが描かれている。
リッド達はグランドフォー
ルの危機から世界を救うこ
とができるか！？
価格：各 580 円(税込) 第 1 〜 6
巻まで発売中
発売元・出版社：(株)スクウェア・
エニックス
お問い合わせ先：(株)スクウェア・
エニックス営業・販売
03-5333-0832

© いのまたむつみ ©NAMCO LTD.

月刊「コミック ZERO-SUM」連載
ゼノサーガ エピソード I
一賽社より発売中のコミック
誌、月刊「コミック ZEROSUM」では、『ゼノサーガ
エピソード I』のコミックが
連載中！ 壮大で奥深いゼノ
サーガの世界がコミックスで
はどのように描かれるか今後
の展開に注目だ！

漫画：馬場淳史
掲載誌価格： 580 円(税込)
発売元：(株)一賽社 販売元：(株)スタジオ ディー・エヌ・エー
連載に関するお問合せ先：(株)一賽社 月刊「コミック ZERO-SUM」編集部
03-5312-6851

© 窪岡俊之 ©2003 NAMCO LTD., ALL RIGHTS RESERVED.

ナンチッチはさておき、もののけたまちゃん、おいしそうなロールケーキがもらえて
よかったですね。そうそう、ロールケーキといえば、ナンジャタウンで１月３１日ま
で開催中のロールケーキ博覧会。早くも話題騒然らしいですよ。クリスマス期間には、
特別にパティシエや名店・老舗などが作るロールケーキ「ブッシュ・ド・ノエル」や
かわい〜いツリーも登場するとか。池袋餃子スタジアムも新しくなったし、寒〜い冬
は暖かいナンジャタウンで、お腹いっぱい遊ぶっていうのはどうでしょう？？

ナンジャ情報は P27 の『ナンジャ回覧板』をチェック!
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こんにちは。
「しましま〜」と申します。入社してすぐ「スーパーファミスタ」
に関わらせてもらい、「試合終了後のナムスポにマンガを載せたい！」という
思いでプログラマーさんにお願いしたのがはじまりです。当時のハードは 3D
表示機能などはなく、2D で描かれたドット絵の選手たちがちょこまかと走り
回る様子が可愛くて大好きで。勝手に「野球くん」と名づけてマンガを描いて
いました。彼らは今見ても可愛いし、独特の味がありますね〜。

はじめての人ははじめまして、2 度目以降の人は毎度！ 噂のアイドルプロデ
ュースゲーム『アイドルマスター』は、現在鋭意開発中の業務用ビデオゲーム
です。新人プロデューサーのあなたは、9 人のアイドル候補生たちをトップア
イドルへと導くことができるか！？ いよいよ 2005 年、メジャーデビュー
予定！ もうすぐ全国のゲームセンターで会えるから待っててね☆
詳しくは、公式サイト『アイドルマスター WEB』にアクセス！！

NTT ドコモ携帯電話向け『ファミスタモバイル』にて、
「ファミスタ育成くん」配信中！ P32 をチェック！

アイドルマスターＷＥＢ(http://www.idolmaster.jp)
にて、最新情報を公開中！ＰＣ＆ケータイでチェック！
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