
「ゼノサーガ」シリー
ズに登場する歴代の
KOS-MOSをメインに
ラインナップしたリア
ル彩色フィギュア！

■価格：価格未定
美少女フィギュアコンベンション2006にて発売予定
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
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SRDXSP
鉄拳5   風間飛鳥
SRDXSP
鉄拳5   風間飛鳥
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フィギュアマイスター
ゼノサーガレジェンド
フィギュアマイスター
ゼノサーガレジェンド

※写真と商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
※ブラインドBOX入りですので、どれが入っているかは分かりません。
※KOS-MOS Ver.1および Ver.4には瞳の色が異なるバージョンがあります！
材質：PVC 本体サイズ：120～130mm 商品には台座が付属します。

※写真と商品とは多少異なる場合が
ございますのでご了承ください。

※写真と商品とは多少異なる場合が
ございますのでご了承ください。

テイルズ オブ レジェンディア
～voice of character quest～
テイルズ オブ レジェンディア
～voice of character quest～
『テイルズオブレジェンディア』
のドラマCDが全2巻で好評発売
中です。おなじみの豪華声優陣
による魅力的なオリジナルドラ
マをお届けします！

リッジレーサーズ2
ダイレクト･オーディオ
リッジレーサーズ2
ダイレクト･オーディオ

テイルズ オブ ジ アビス
ファスナーアクセサリー
テイルズ オブ ジ アビス
ファスナーアクセサリー

小説
「テイルズ オブ ジ アビス」
小説
「テイルズ オブ ジ アビス」

テイルズ オブ ジ アビス
メモマウスパッド
テイルズ オブ ジ アビス
メモマウスパッド

PSP『リッジレーサーズ2』から新録
楽曲を収録したサウンドトラックが
登場。新曲と過去シリーズ曲のリミ
ックス他、全15曲をCD1枚にコンプ
リート！ 開発スタッフ全面協力によ
るハイスペックアルバムだ！

『鉄拳5』に登場する風間
飛鳥を、大暮維人先生が
デザインした艶やかな和
服バージョンで立体化！
しかも振袖は着脱が可
能！キュートとセクシー
を併せ持つ飛鳥の魅力を
存分にご覧あれ！

■価格：2500円（税込）予定
■品番：KICA-1417
■発売日：2006年10月25日予定
■発売元：キングレコード(株)
■お問い合わせ先：キングレコード(株) テレフォンセンター
03-5940-7500（土･日･祝祭日を除く　10:00～17:00）

■価格：4,410円（税込）
■発売日：2006年11月頃予定
■発売元：(株)壽屋
■お問い合わせ先：(株)壽屋 お客様係
0120-48-1563
（土･日･祝祭日を除く 10:00～17:00）

〈テイルズ オブ ジ アビス〉
○ファスナーアクセサリー 525円(税込) 発売中
○メモマウスパッド 473円(税込) 発売中
○メールガード 840円(税込) 発売中
○携帯シール 368円(税込) 発売中

■メーカー：(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
03-3972-0022（土･日･祝祭日を除く 10:00～18:00）
http://www.animate.co.jp/

全6巻予定
第1巻「テイルズ オブ ジ アビス1 ～聖なる焔と七の歌～」
第2巻「テイルズ オブ ジ アビス2 ～愚かな焔と崩れる世界～」
第3巻「テイルズ オブ ジ アビス3 ～さまよう焔と割れる世界～」
第4巻「テイルズ オブ ジ アビス4 ～地に行く焔と師との道～」
第5巻「テイルズオブジアビス5 ～（タイトル未定）～」
第6巻「テイルズオブジアビス6 ～（タイトル未定）～」
第1巻～第4巻好評発売中。
第5巻2006年発売予定。第6巻 発売日未定
■価格：560～680円（税込）
■著者／結城聖　イラスト／松竹徳幸
■発行元／販売元：(株)集英社
■お問い合わせ先：(株)集英社　スーパーダッシュ文庫編集部
http://dash.shueisha.co.jp/

■価格：4,410円（税込）
■発売日：2006年11月頃予定
■発売元：(株)壽屋
■お問い合わせ先：(株)壽屋 お客様係
0120-48-1563
（土･日･祝祭日を除く 10:00～17:00）

全2巻
●テイルズオブレジェンディア～voice of character quest～1
価格：3150円（税込） 発売中
封入特典：DVD（プロモーション映像、声優インタビュー 約55分）
●テイルズオブレジェンディア～voice of character quest～2
価格：3465円（税込） 発売日：2006年9月27日発売予定
封入特典： ①サントラCD（約20分予定）

②DVD（声優インタビュー 約40分予定）
■発売元：エイベックス・マーケティング･

コミュニケーションズ(株)
■お問い合わせ先：エイベックス･マーケティング･

コミュニケーションズ(株)
0120-850095（土･日･祝祭日を除く 10:00～18:00）

『テイルズ オブ ファンタジア』
より、過去にコールドキャス
ト完成品で発売された「アー
チェ･クライン」がPVC完成品
で再登場！ 元気でおてんばな
アーチェの“動き”を表現した
造形に注目！

キャラに合わせたビーズが付いたファスナーアクセ
サリー。ルーク、ティア、ジェイド、アニス、ガイ、
ナタリアの6種類。

携帯電話・PHSはもち
ろん、手帳や小物など
お好みの場所に貼って
楽しめます！ 水彩イラ
スト、アニメイラスト
の2種類を発売。

全6巻のシリーズで刊行する集英社の小説
『テイルズオブジアビス』。感動の物語をお
見逃しなく！

『テイルズオブジアビス』
のオリジナルドラマCDが
全4巻のシリーズで発売
中！ 10月にはVol.2が発
売予定。魅力的なキャラ
クターたちが織り成すド
ラマをお楽しみ下さい。

メモを取りながらマウスパッドとして
も使えるアイテムです！ 水彩イラス
ト、アニメイラストを用いた2種類。

『テイルズオブジアビス』より、最愛
の兄が犯した過ちを正すために戦うこ
とを決意した少女「ティア・グランツ」。
その優しさと凛々しさを造形の中に凝
縮し、見事に立体化しているぞ！

テイルズ オブ ファンタジア
PVC製塗装済み
完成品フィギュア
（アーチェ）

テイルズ オブ ファンタジア
PVC製塗装済み
完成品フィギュア
（アーチェ）

テイルズ オブ ジ アビス
PVC製塗装済み
完成品フィギュア
（ティア）

テイルズ オブ ジ アビス
PVC製塗装済み
完成品フィギュア
（ティア）

全4巻予定
Vol.1 発売中
Vol.2 2006年10月25日発売予定
Vol.3 2006年11月22日発売予定
Vol.4 2006年12月22日発売予定
■価格：各2940円（税込）
■発売元：(株)フロンティアワークス
■お問い合わせ先：(株)フロンティアワークス
03-3973-3332（土･日･祝祭日を除く 10:00～17:00）

『テイルズ オブ ジ アビス』のフルカラー
メールガードです。携帯画面に貼って、
覗き見を防止！ 紋章、ルーク＆ミュウの
2種類です。

テイルズ オブ ジ アビス
メールガード
テイルズ オブ ジ アビス
メールガード テイルズ オブ ジ アビス

携帯シール
テイルズ オブ ジ アビス
携帯シール

ドラマCD
「テイルズ オブ ジ アビス」
ドラマCD
「テイルズ オブ ジ アビス」
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■価　格：735円（税込）
■発売日：2006年10月予定
■発売元：(株)バンダイ
■お問い合わせ先：(株)バンダイ 04-7146-0371
（土・日・祝祭日を除く 10:00～16:00）
http://www.bandai.co.jp/gashapon/

© NBGI

※写真と商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

http://www.animate.co.jp/
http://dash.shueisha.co.jp/
http://www.bandai.co.jp/gashapon/

