
皆さんこんにちは！ 765プロ
ダクションの音無小鳥です。ア
ーケードデビュー1周年を迎え
た『アイドルマスター』に大き
な動きが！ 今回はページ数アッ
プでお送りしますヨ！
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DJCD ラジオdeアイマSHOW！ VOL.1限定版
ゲストは、たかはし智秋と下田麻美！ 発売中
価格：3,675円（税込）

DJCD ラジオdeアイマSHOW！ VOL.2限定版
発売日：2006年10月25日予定
価格：3,675円（税込）

発売元・販売元：(株)フロンティアワークス
※限定版はスペシャルDVD付！ 限定版（CD＋DVD）、通常版（CDのみ）

アニメイトTV内で好評配信中の『アイドルマスター』WEB
ラジオが、遂に「DJCD ラジオdeアイマSHOW！」とな
って登場！ ゲストを招いて新たに収録した爆笑必至のラジ
オCDです！

好評放送中のラジオ番組「THE IDOLM@STER
RADIO」がCDになりました！ 番組のメインコー
ナー「歌姫楽園」をモチーフに、パーソナリティーた
かはし智秋と今井麻美の2人のハーモニーを聴かせ
ます。新エンディング・テーマ「URGENT!!!」や、お
馴染みの曲、ラジオ名場面など内容盛りだくさん！

家庭用への移植決定で、ますます盛り上がる
『アイドルマスター』がSRシリーズに登場！
ラインナップは、春香、雪歩、やよい、あずさ、
伊織、真の6人。華やかなステージ衣装でキ
メた姿がとってもキュートです！

価格：300円(税込)
全6種＋シークレット
発売日：2006年10月下旬予定
メーカー：(株)ユージン
お問い合わせ先：
(株)T2GS ユ－ジンお客様サ－ビス係
03-3696-6004

THE IDOLM@STER RADIO
～歌姫楽園～ たかはし智秋 今井麻美
発売日：2006年9月27日予定
価格：3,000（税込）品番：COCX-33906
発売・販売元：

コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ついにっ！ ファン待望のアニメ化企画がス

タート！ アニメ版タイトルは『アイドルマ

スターXENOGLOSSIA
ゼ ノ グ ラ シ ア

(仮)』！ どのような

作品になるか、この先の情報にも期待デス！

原案：バンダイナムコゲームス
監督：長井龍雪（『ハチミツとクローバーII（監督）』

『舞－乙HiME（演出）』）
シリーズ構成：

花田十輝（『ローゼンメイデン』シリーズ）
アニメーションキャラクターデザイン：

竹内浩志（『出撃！マシンロボレスキュー』）

★DJCD ラジオdeアイマSHOW！

「THE IDOLM@STER RADIO」がCD化！

SR アイドルマスター

©サンライズ

9人全員が揃ったライヴは今回がはじめて。ステージ
もファンもスタートから一気にハイテンション！

歌の途中にはミニドラマも披露。ゲーム中とは一味ちがう愉快な
掛け合いに、会場からは終始歓声が！

ライブ後半には765プロ・O木社長が生声で登場し、Xbox360
版『アイドルマスター』についてコメント。そして新曲「GO MY
WAY!!」も映像と共に初公開！

大歓声のアンコールに応えて再びステージに登場したアイドルたち。
最後は「THE IDOLM@STER マスターバージョン」でフィナーレ！

2006年7月23日(日)、新木場STUDIO COASTにて

「THE IDOLM@STER 1st ANNIVERSARY LIVE」

（主催：株式会社バースデーソング音楽出版）が行われました。

これは『アイドルマスター』のアーケード設置1周年を記念

したライヴイベント。ステージにはキャラクターを演じてい

る9名の声優の皆さんが登場し、ミニドラマや地上波ラジオ

の公開録音を挟みながら人気曲を次々と披露。大盛況のライ

ヴとなりました！

行きたくても行けなかった全国のプロデュ
ーサー様に朗報！ なんとこのライヴの模様
がDVDとして発売決定！ ステージ裏の貴
重な映像も収録していますヨ！

THE IDOLM@STER MASTER MOVIE
発売日：2006年9月27日予定
価格：5,500円　品番：COBC-4585
発売・販売元：コロムビアミュージック

エンタテインメント(株)

http://www.idolmaster.jp


20 21

これが
Xbox360版で
追加新曲の一部！

GO MY WAY!!
lyric : yura
music : satoru kosaki

Xbox 360『アイドルマスター』

坂上あの『アイドルマスター』が、
アナタのご家庭にデビュー！

GO MY WAY!! GO 前へ!!
頑張ってゆきましょう
一番大好きな
私になりたい

ノンストップで行ってみましょ♪
って思ったらまた赤信号！？！
そんな時は凹まないで
ハイウェイがあるファイト!!
フルスロットル飛ばしてみましょ♪
って思ったらスピード制限！？！
こんな時は悩まないで
ジェットがあるフライト!!

未来は誰も見えないモノ
だから誰もが夢を見てる
どんな地図にも載ってないけど
どんなとき時代でも叶えてきたよ
さあ行こう!!

GO MY WAY!! GO MY 上へ!!
笑顔も涙でも
この世界中が
Wonder LandなNever Land
GO MY WAY!! GO 前へ!!
がんばってゆきましょう
一番大好きな
私になりたい

GO MY WAY!! GO MY 上へ!!
ほら1人1人が
この世界中で
One & OnlyでもNot Lonely
GO MY WAY!! GO 前へ!!
はりきってゆきましょう
全ての輝き
この指にとまれ

relations
作詞：mft
作曲：中川浩二

夜の駐車場で
アナタは何も言わないまま
ラジオから流れるメロディ
私は今日を振り返るの
あの海　あの街角は
思い出に残りそうで
この恋が遊びならば
割り切れるのに簡単じゃない
「じゃあね」なんて言わないで
「またね」って言って
私のモノにならなくていい
そばに居るだけでいい
アノコにもしも飽きたら
すぐに呼び出して
壊れるくらいに抱きしめて

アーケード版からのファンのみなさま。

そして最近、初めて「アイドルマスター」

を知ったみなさま。現在、みなさまが家

庭でこのゲームを楽しめるように、日々、

スタッフにムチをふるい……もとい、共

に開発しております。新キャラの美希

ですが、何分新人ですので、ちょっと世

間知らずで、小生意気で、変に器用で、

ゆえに努力を怠るところがあって……

ともかく、色々ご迷惑をおかけするかも

しれませんが、ホントはイイ子なんで

す！何卒、みなさんの力でぜひ、トップ

アイドルにしてあげてください！ そし

て、他のメンバーも含め、みなさんとス

テージに立てる日が来ることを楽しみ

しております。よろしくお願いいたし

ます！

秋と言えばスポーツの季節！ゲームなんてしてる
場合じゃないですよね！とネガキャンからはじま
りましたサイトブログ出張版ですが、良い子の皆
は今のは冗談で本当はどう言えばいいかがわかる
よね？そう！秋といえば！食欲の秋です!!ええ、
予測どおりのオチですとも。何か悪いか！（逆ギレ）

というわけで『アイドルマスター』の世界はます
ます拡張を続けておりまして、いよいよご家庭で
ゲームをお気軽に遊んでいただけるようになりま
す。まあ、最初にそれなりのお金を払わないとダ
メなんだけどね！（危険発言）いやいや、対価分の
価値は十二分にあります！お家でもゲーセンで
も、アイマスを遊び尽くしてくださいね！では、
また次回お会いしましょう！

9人のアイドル候補生から1人を選
んだら、いよいよプロデュース開始。
まずはレッスンで、ボーカル、ダン
ス、ビジュアルのイメージをアッ
プ！ また、仕事の合間の会話も大切。
彼女たちの気持ちを考えながら、プ
ロデューサーとして最適の言葉をか
けてあげよう！

レッスンを進めたら、TV出演のチ
ャンスをかけてオーディションに挑
戦！ レッスンで伸ばしたアイドルの
イメージを考えながら、審査員への
アピールの指示をタイミングよく出
してあげよう。ここ一番では彼女た
ちとの思い出も武器になる！

オーディションに見事合格すれば、アイドルたちの華やかなステー
ジがTVでオンエア！ プロデューサー（プレイヤー）はその姿をカ
メラで撮影できる。放送後はファンの数もグッとアップ。トップア
イドルへ一歩前進だ！
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アーケードで好評稼働中の『アイドルマスター』が満を持し
てXbox360に登場！ ハイデフ対応により、アーケード版
をはるかに凌ぐ映像表現を実現！ そして初めての方もアーケ
ードファンの方も、濃く深く遊びこめる「1年間限定プロデ
ュース方式」を採用！ その他にも行動選択の拡張、新曲・新
規音声、そして新キャラクターの追加など家庭用ならではの
仕様と機能を、いっぱい詰め込んでお届けします！

ゲームの流れ

プロデューサーから

ひとこと

アイドルマスター
Xbox360用ソフト　発売日未定　価格未定

星井 美希（ほしい みき）
年齢：14歳
身長：159cm
体重：44Kg
誕生日：11月23日
血液型：B型
B･W･H：84･55･82
趣味：バードウォッチング、

友達とおしゃべり
（CV：長谷川 明子）

ルックス最高！メリハリボディ！どんなことも器用にこなせ
る、まさにスーパーアイドルになるために生まれてきたよう
な女の子。･･･しかし、苦労を知らない人生を歩んできたた
め、過度の世間知らずなのが玉にキズ。彼女の眠れる才能を
呼び覚ますことができれば、一気にアイドル界を制すのも夢
じゃない！

アイドル候補生が所属する765プロダクション
に新たなメンバーが登場！ 今回はデザイン画と
プロフィールをご紹介！

アイドル候補生が所属する765プロダクション
に新たなメンバーが登場！ 今回はデザイン画と
プロフィールをご紹介！

あの『アイドルマスター』が、
アナタのご家庭にデビュー！


