NEWGAMELINEUP 新作ソフト情報
PS2

発売中

機動戦士ガンダム クライマックスU.C.

●3Dアクションシューティング
●7,140円(税込)●バンダイ

ETC

映画『機動戦士ＺガンダムⅢ 星の鼓動は愛』
全国ロードショー中。

発売中

エースコンバット・ゼロ ザ・ベルカン・ウォー

●フライトシューティング
●7,140円(税込)●ナムコ

ETC

シリーズオリジナル戦闘機「ファルケン」が
1/100モデルに。発売：バンダイ ホビー事業部

発売中

IGPX

●バトルレース
●7,140円(税込)●バンダイ

公式
ＨＰ

http://www.igpx.jp/

発売中

プロ野球 熱スタ2006

●リアルプロ野球ゲーム
●7,140円(税込)

公式
ＨＰ

公式サイト http://baseball.namco-ch.net/

●魔戒剣戟アクション●7,140円(税込)
あにてれシアターにて『牙狼〈GARO〉
』
ETC
〈限定版〉
7,980円(税込)
第1話を無料配信中。

4月20日発売 黄金騎士牙狼〈GARO〉
5月11日発売 エウレカセブン NEW VISION

●アクション
●7,140円(税込)

公式
ＨＰ

5月18日発売 .hack//G.U. Vol.1 再誕

●アクションRPG
●7,140円(税込)

テレビ

5月25日発売 宇宙刑事魂

●魂アクション
●7,140円(税込)

公式
ＨＰ

公式サイト http://www.bandaigames.
channel.or.jp/list/ps2̲uchukeiji/

●RPG

公式
ＨＰ

ゼノサーガ公式サイト
http://www.xenosaga.jp/

7月6日発売

ゼノサーガ エピソードⅢ［ツァラトゥストラはかく語りき］ ●7,329円(税込)

●アドベンチャーRPG●7,329円(税込) 公式
〈プレミアムボックス〉10,290円(税込) ＨＰ

マ 王！はじ○
マ りの旅
7月27日発売 今日から○

夏予定
9月予定
12月予定

テレビ東京系列にて、毎週水曜深夜1：30〜
TVアニメ『.hack//Roots』放送中。

公式サイト http://maoh.namco-ch.net/

格闘美神 武龍

●格闘アクション
●価格未定

.hack//G.U. Vol.2 君想フ声

●RPG
●価格未定

公式
ＨＰ

公式サイト http://www.dothack.com/

.hack//G.U. Vol.3 歩くような速さで

●RPG
●価格未定

公式
ＨＰ

公式サイト http://www.dothack.com/

●対戦格闘
●価格未定

ETC

アーケード版『超ドラゴンボールＺ』好評稼
動中。公式サイト http://spdbz.jp/

テレビ

テレビ東京系列にて、毎週水曜夜19：27〜
TVアニメ『NARUTO-ナルト-』放送中。

2006年予定 超ドラゴンボールＺ

テレビ

続編『格闘美神 武龍 REBIRTH』テレビ東京
系列にて4月より放送開始！

PSP

発売中

NARUTO-ナルト-ナルティメットポータブル 無幻城の巻

●忍道対戦アクション
●5,040円(税込)●バンダイ

発売中

交響詩篇エウレカセブン

●3Dアドベンチャーアクション
●5,040円(税込)●バンダイ

公式
ＨＰ

公式サイト http://eureka-game.net/

4月20日発売 ドラゴンボールＺ 真武道会

●格闘アクション
●5,040円(税込)

公式
ＨＰ

公式ホームページへ http：//bandaigames.
channel.or.jp/list/psp̲dbz/

4月27日発売 新世紀エヴァンゲリオン2 造られしセカイ-another cases-

●ワールドシミュレーター
●5,040円(税込)

ETC

UMDビデオが2枚同梱された『-DECADE-10周
年メモリアルBOX』同時発売。10,500円(税込)

●音と光の弾幕ドライブ
●価格未定

公式
ＨＰ

最新情報は公式サイトで！
http://www.e3-game.com/

●シミュレーション
●5,040円(税込)

公式
ＨＰ

公式サイト
http://bandaigames.channel.or.jp/

春予定

エ ブ リ

エ ク ス テ ン ド

エ ク ス ト ラ

Every Extend Extra

2006年予定 SDガンダム GGENERATION PORTABLE
発売日未定

バウンティ ハウンズ

●対戦型アクションRPG
●5,040円(税込)

公式
ＨＰ

公式サイト
http://namco-ch.net/bounty̲hounds/

発売日未定

ポータブル・アイランド 手のひらのリゾート

●エンタテインメント・ツール
●価格未定

公式
ＨＰ

公式サイト http://namco-ch.net/
portable̲resort/

ニンテンドーDS

リニューアルした『S i
de-B・N』
はいかがでし
たか？ ボリュームア
ップ、内容充実で、が
んばっていきます！
これからもどうぞよろ
しくお願いします。

●演習アクション
●5,040円(税込)●バンダイ

テレビ

Style Book〜シナモロール〜

●電子手帳
●5,800円(税込)●バンダイ

公式
ＨＰ

サンリオ公式サイト
http://www.sanrio.co.jp

発売中

Style Book〜ジュニアシティ〜

●電子手帳
●5,800円(税込)●バンダイ

公式
ＨＰ

ナルミヤ公式サイト
http://www.narumiya-net.co.jp

発売中

Style Book〜ふしぎ星の★ふたご姫 Gyu!〜

●電子手帳
●5,800円(税込)●バンダイ

テレビ

発売中

ゼノサーガ Ⅰ･Ⅱ

●RPG
●5,229円(税込)●ナムコ

公式
ＨＰ

ゼノサーガ公式サイト
http://www.xenosaga.jp/

5月18日発売 右脳の達人 ガンバれっトレーナー

●右脳シューティング
●3,990円(税込)

公式
ＨＰ

公式サイト
http://namco-ch.net/gunbulletrainer/

今号で紹介しているソフトには、予
約すると特典がもらえるものが 4 本。
もらえる商品は予約でしか手に入ら
ないオリジナルグッズばかりなので、
この機会を見逃さないように。詳し
くは、それぞれのタイトルの紹介記
事ページを読んで確認してね。

5月25日発売 シュガシュガルーン クィーン試験は大パニック☆

●モテ魔女アクション
●5,040円(税込)

テレビ

テレビ東京系列にて、毎週土曜朝7：00〜
TVアニメ『シュガシュガルーン』放送中。

ドラゴンボールＺ 真武道会

●魂を呼び覚ますRPG
●5,040円(税込)

コミック

月刊電撃广
○
マ 王にて『テイルズ オブ ジ アビス』
好評連載中。

6月15日発売 怪盗ルソー

●変装アドベンチャー
●5,040円(税込)

公式
ＨＰ

公式サイト
http://namco-ch.net/kaitou̲rousseau/

6月15日予定 デジモンストーリー

●育成RPG
●5,040円(税込)

テレビ

フジテレビ系列にて、毎週日曜朝9：00〜
TVアニメ『デジモンセイバーズ』放送中。

発売中

ぐ ん そ う

え ん しゅう

ぼし

ぜ ん い ん しゅう ご う

ひめ

テイルズ オブ ザ テンペスト

ブレイブ ストーリー(仮)

5月18日発売 LoveFOOTBALL 青き戦士たちの軌跡
夏予定
発売日未定

テレビ東京系列にて、毎週土曜朝10：00〜TV
アニメ『ふしぎ星の★ふたご姫 Gyu！』放送中。

●ジャンル未定
●価格未定

ETC

劇場版『ブレイブ ストーリー』7月8日
（土）
より公開予定。

●アクションサッカーゲーム
●7,140円(税込)

公式
ＨＰ

公式サイト
http://lovefootball.namco-ch.net/

ゼーガペイン XOR

●3Dメカアクションシューティング
テレビ東京系列にて、毎週木曜夜18：00〜
テレビ
●7,140円(税込)
TVアニメ『ゼーガペイン』放送中。

フレームシティ

●ハードボイルド エクスペリエンス
●7,140円(税込)

ゲームソフト予約及び同梱特典
についてのご注意

公式
ＨＰ

公式サイト
http://namco-ch.net/framecity/

数量に限りがありますので、なくなりしだい終了とさせていただきます。また、一部店
舗にてお取り扱いがない場合がありますので、詳しくは店頭でお問い合わせください。
記事内で使用している写真はイメージです。実際のものと異なる場合があります。

予約
特典
情報

PSP

買いたいソフトは
予約で特典を ゲット!

【特典】ＰＳＰケース
「亀仙流 道着柄ケース」

.ｈａｃｋ//Ｇ.Ｕ.Ｖｏｌ.１ 再誕

PS2

【特典】プレミアムＤＶＤ
「.ｈａｃｋｅｒ
ｓプレミアムＤＶＤ」

テイルズ オブ ザ テンペスト

DS

【特典】
オフィシャルファンブック

ゼノサーガ エピソードⅢ

［ツァラトゥストラはかく語りき］

PS2

【特典】プレミアムＤＶＤ
「Ｘｅｎｏｓａｇａａｌ
ｌｅｓｐｅｚｉｅｌ
ｌｅＤＶＤ」

B . N Information

夏予定

ちょー げ き じょう ば ん

テレビ東京系列にて、毎週金曜夜18：00〜
TVアニメ『ケロロ軍曹』放送中。

キイゲ
ャベー
ッンム
チトソ
！情フ
報ト
をや

超劇場版ケロロ軍曹 演習だヨ！全員集合

発売中

6月8日予定

21

エウレカプロジェクト公式サイト
http://www.eureka-prj.net/

Information

