
「一年の計は元旦にあり」っていうドン。寝正月もい
いけど、2007年の抱負と目標は決まったカッ！？
まだの人は太鼓を叩きながら考えをまとめると良い
かも知れないドン。保証はしないドン。
今回はアーケード用と家庭用の最新作をご紹介！

http://www.bandainamcogames.co.jp/donderpage/
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みなさんの応援のおかげで、ついにここまで来たドン！
感無量だドン！
ちなみに、全国ランキングが楽しいケータイ無料サイト
「太鼓道場」、1曲目で失敗したときの「復活ルーレット」
などは今回も健在だドン！

アーケード用と家庭用の最新2作に
共通する注目ポイントをご紹介！
※画面はアーケード用『太鼓の達人9』のものです。

家庭用の最新作だドン。最大8人で遊べる「もっとわいわい
太鼓合戦」をはじめ、パーティーシーンを盛り上げる仕様がて
んこもり！さらに、今回は1人プレイの楽しさにこだわった
新モード「わくわく冒険ランド」も登場だドン！

『THE IDOLM@STER』の楽曲では、アイドル達
が踊っちゃう！さらに、アーケード用『太鼓の達
人9』では、Xbox 360版の発売に先がけて、
「GO MY WAY!!」とともに星井美希も登場！

成績発表で「良」「可」「不可」の数が表示されるよ
うになったぞ。繰り返しプレイして、目指せ、オ
ール「良」！

おまけとして、知って得する情報満載の「太鼓
新聞」が表示されるようになったよ。プレイに
役立つ情報もあるので全部チェックするのだ！

★「笑うが勝ち！」でGO！
「ふたりはプリキュア　スプラッシュスター」より

★BRAND NEW WORLD
「ワンピース」より

★Dang Dang
「アイシールド21」より

★NEXT LEVEL
「仮面ライダーカブト」より

★Re:member
「NARUTO」より

★TONIGHT,TONIGHT,TONIGHT
「BLEACH」より

★Your World
「韋駄天翔」より

★今が大好き
「少女チャングムの夢」より

★コイ❤クル
「おねがいマイメロディ～くるくるシャッフル！～」より
★スパート！
「ポケットモンスター　AG」より

★ハレ晴レユカイ
「涼宮ハルヒの憂鬱」より

★ユルユルでDE-O!
アニメ「クレヨンしんちゃん」より

★轟轟戦隊ボウケンジャー
・CHA-LA HEAD-CHA-LA
「ドラゴンボールZ」より

・アンパンマンのマーチ
・サザエさん一家
・残酷な天使のテーゼ
「新世紀エヴァンゲリオン」より

・タッチ
・ドラえもんのうた
・にんげんっていいな
「まんが日本昔ばなし」より

・ハグしちゃお
「ドラえもん」より

・ハム太郎とっとこうた
「とっとこハム太郎はむはむぱらだいちゅ！」より

・まかせて★スプラッシュ☆スター★
「ふたりはプリキュア　スプラッシュスター」より

★TAKIO'S SOHRAN 2
★恋のPecori    Lesson
★ちきゅうはたまごっち?!
★やわらか戦車
・マツケンサンバII
・ミッキーマウス･マーチ

★オーソレミオ（私の太陽）
★サーフサイド･サティ
★双頭の鷲の下に
J.F.ワグナー

★ロシアの踊り「トレパーク」
チャイコフスキー

・カルメン　組曲1番終曲
ビゼー

・行進曲「くるみ割り人形」から
チャイコフスキー

・天国と地獄　序曲
オッフェンバック

・トッカータとフーガとロック
・白鳥の湖　～still a duckling～

★GO MY WAY!!
「THE IDOLM@STER」より

★MAGICAL SOUND SHOWER
セガ「OutRun」より

★URBAN TRAIL
タイトー「NIGHT STRIKER」より

★ソウルキャリバーIII
New Legend

★ドラゴンセイバー
水没都市

★マッピーメドレー
・DADDY MULK

タイトー「ニンジャウォーリアーズ」より
・THE IDOLM＠STER
・スーパーマリオブラザーズ
・ゼルダの伝説のテーマ
「ソウルキャリバーII」より

・ソウルキャリバーII
Brave Sword,Braver Soul

・魔法をかけて！
「THE IDOLM@STER」より

★月下美人
★十露盤2000
★卓球de脱臼
★軽いざわめき
★きたさいたま2000
・KAGEKIYO

源平討魔伝メドレー
・大打音
「オーダイン」より

・ケチャドン2000
・恋文2000
・さいたま2000
・サタデー太鼓フィーバー
・真・画竜点睛
・タベルナ2000
・ドラゴンスピリットメドレー
・ドルアーガの塔メドレー
・風雲！バチお先生
・メカデス。
・もじぴったんメドレー
・ワンダーモモーイ

★A Perfect Sky
★Precious
★Real voice
★愛は勝つ
★気分上々↑↑
★決意の朝に
映画「ブレイブ･ストーリー」主題歌

★恋のつぼみ
★純情～スンジョン～
★抱いてセニョリータ
TVドラマ「クロサギ」より

★タイヨウのうた
★チャンピオーネ
★バイマイメロディー
★魔法のコトバ
映画「ハチミツとクローバー」主題歌

・Butterfly
・NO MORE CRY
TVドラマ「ごくせん」より

・TRAIN-TRAIN
・紅
・桜
・さくらんぼ
・前略、道の上より
・超特急
・天体観測
・夏祭り
・涙そうそう
・花
・フレンジャー
・モンキー・マジック

★:NEW

★めだかの兄妹
★さくら（春）
・いぬのおまわりさん
・もりのくまさん

バラエティ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

J-POP ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

クラシック ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ゲームミュージック ◆◆◆◆◆◆◆ナムコオリジナル◆◆◆◆◆◆◆◆

アニメ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

童謡・民謡 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「ちきゅうはたまごっち？！」では、たまごっち
達が演奏にあわせて踊ります！

「ドンだーランド」で冒険だ！日本地図に
どこか似ている！？

出題されるお題は色々。スコアアタックやコンボトラ
イアル、魂ゲージMAXなど、やりこみ要素満載だ！

・轟轟戦隊ボウケンジャー
・まかせて★スプラッシュ☆スター★
「ふたりはプリキュア スプラッシュスター」より
・BRAND NEW WORLD
「ワンピース」より

・ユルユルでDE-O！
アニメ「クレヨンしんちゃん」より

・ハレ晴レユカイ
「涼宮ハルヒの憂鬱」より

・ハグしちゃお
「ドラえもん」より

・NEXT LEVEL
「仮面ライダーカブト」より

・Re:member
「NARUTO」より

・にんげんっていいな
「まんが日本昔ばなし」より

・コイ❤クル
「おねがいマイメロディ くるくるシャッフル！」より

・Your World
「韋駄天翔」より

・恋のPecori    Lesson
・やわらか戦車

・トルコ行進曲
ベートーヴェン

・アルルの女
・双頭の鷲の下に
J.F.ワグナー

・ロシアの踊り「トレパーク」
チャイコフスキー

・サーフサイド･サティ
・オーソレミオ(私の太陽)

・ちきゅうはたまごっち？！
・魔法をかけて！
「THE IDOLM＠STER」より

・ソウルキャリバーIII   New Legend
・マッピーメドレー

・冒険日和
・きたさいたま2000
・大打音
「オーダイン」より

･･･他

・抱いてセニョリータ
TVドラマ「クロサギ」より

・チャンピオーネ
・気分上々↑↑
・純情～スンジョン～
・恋のつぼみ
・バイマイメロディー
・Real voice
・魔法のコトバ
映画「ハチミツとクローバー」主題歌

・フレンジャー
・涙そうそう
・紅
・モンキー・マジック

・めだかの兄妹
・さくら（春）
・富士山
・わらべ歌メドレー

バラエティ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆J-POP ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

クラシック ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ゲームミュージック ◆◆◆◆◆◆◆

ナムコオリジナル◆◆◆◆◆◆◆◆

アニメ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
童謡・民謡 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「太鼓新聞」に注目！

結果画面に注目！

コラボレーションに注目！

演奏ゲーム。お題を意識してのプレイなので、
いつもよりも気合が入ります！

シリーズでおなじみのキャラクターたちが
ヒントを教えてくれることも！

相手に雪玉をぶつけろ！相手の雪玉は雪山
の裏に隠れてやりすごせ！

「どんチーム」と「かつチーム」
に分かれて最大8人で同時に
プレイできる団体戦モードだ
ドン。演奏ゲームやミニゲーム
などで多くのポイントをゲッ
トしたチームの優勝だドン！曲
の途中で交代する「演奏リレー」
は最高に盛り上がるドン！ できるだけ多くの子供達にプレゼントを

届けよう！

テツオとはなちゃんがテスト用紙を採点す
るよ。ちょっぴり頭が良くなっちゃう!?

連打でエネルギーをためて宇宙に飛び立ち、
隕石などの障害物を避けて進もう。

ルーレットで大逆転のチャンス！ 5秒程度で決着がつくミニミニ
ゲームもあるよ。

アーケード用
2006年12月中旬稼動予定

● サンタが街にやってきた ●● ぽいぽい雪合戦 ●

● 飛べ！メカドン！●● まるバツ！採点の達人 ●

PS2版初のアドベンチャーモードだドン！仮想の世界「ドンだーランド」を舞台に、「伝説
のお祭り曲」を捜し求めて旅をするんだドン。各地で出題される演奏ゲームやミニゲーム
のお題をクリアすると、道が延びて新しい場所にいけるようになるドン。

プレイステーション2用ソフト
2006年12月7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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