NEWGAMELINEUP 新作ソフト情報
PS2

発売中

.hack//G.U. Vol.2 君想フ声

●アクションRPG
●7,140円（税込）

公式
ＨＰ

公式サイト
http://www.dothack.com/

発売中

ドラゴンボールＺ Sparking！NEO

●3Dアクション
●7,140円（税込）

公式
ＨＰ

公式サイト
http://dbzs-neo.jp/

10月19日発売 キャプテン翼

●ドラマティック・サッカー
●7,140円（税込）

公式
ＨＰ

公式サイト
http://www.bandaigames.channel.or.jp/list/ps2̲tsubasa/

10月26日発売 ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド

●波紋疾走アクション
●7,140円（税込）

公式
ＨＰ

公式サイト
http://www.bandaigames.channel.or.jp/list/ps2̲jojo/

11月16日発売 NARUTO-ナルト-木ノ葉スピリッツ!!

●3D忍アクション
●7,140円（税込）

テレビ

テレビ東京系列にて、毎週木曜夜19：30〜
TVアニメ『NARUTO−ナルト−』放送中。

11月22日発売 テイルズ オブ デスティニー

●運命という名のRPG
●7,140円（税込）

公式
ＨＰ

公式サイト
http://namco-ch.net/talesofdestiny̲ps2/

11月30日発売 仮面ライダーカブト

●対戦格闘アクション
●6,279円（税込）

テレビ

11月30日発売 デジモンセイバーズ アナザーミッション

●ドラマチックRPG
●7,140円（税込）

ETC

映画『デジモンセイバーズ 究極パワー! バース
トモード発動!!』12月9日より全国ロードショー。

●チームバトルアクション
●7,140円（税込）

公式
ＨＰ

公式サイト
http://www.seed−vs.com/ps2-2/

12月7日発売 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 連合 vs. Z.A.F.T.Ⅱ PLUS
12月予定

太鼓の達人 ドカッ!と大盛り七代目

2007年1月18日発売 .hack//G.U. Vol.3 歩くような速さで

テレビ朝日系列にて、毎週日曜朝8：00〜
『仮面ライダーカブト』放送中。

●和太鼓リズムアクション
公式
●通常版・4,725円（税込）／
タタコン同梱版・7,329円（税込） ＨＰ

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

●アクションRPG
●価格未定

公式
ＨＰ

公式サイト
http://www.dothack.com/

PSP

冬予定

聖闘士星矢 冥王ハーデス十二宮編

●新小宇宙対戦アクション
●価格未定

公式
ＨＰ

聖闘士星矢公式サイト
http://www.st-seiya.net/

発売中

太鼓の達人 ぽ〜たぶる2

●和太鼓リズムアクション
●5,040円（税込）

公式
ＨＰ

公式サイト
http://namco-ch.net/taiko̲portable2/

発売中

テイルズ オブ ファンタジア −フルボイスエディション−

●声が彩る、伝説のRPG
●5,040円（税込）

公式
ＨＰ

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

発売中

リッジレーサーズ2

●レースゲーム
●5,040円（税込）

公式
ＨＰ

公式サイト
http://namco-ch.net/ridgeracer2̲psp/

発売中

バウンティ・ハウンズ

●アクション
●5,040円（税込）

公式
ＨＰ

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

発売中

ガンダム バトルロワイヤル

●3Dアクション
●5,040円（税込）

公式
ＨＰ

公式サイトでPVをチェック！
http://www.bandaigames.channel.or.jp/list/psp̲gundam̲royale/

10月26日発売 ACE COMBAT X Skies of Deception

●フライトシューティング
●5,040円（税込）

公式
ＨＰ

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

12月21日発売 テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー

●RPG
●5,040円（税込）

公式
ＨＰ

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

2007年予定 テイルズ オブ デスティニー2

●運命を解き放つRPG
●価格未定

公式
ＨＰ

公式サイト
http://namco-ch.net/talesofdestiny2̲psp/

●Music×Puzzle
●価格未定

公式
ＨＰ

公式サイト
http://gunpey-r.com/

11月11日発売 機動戦士ガンダム Target in Sight

●3Dアクションシューティング
●価格未定

公式
ＨＰ

公式サイト
http://ps3-gundam.net/

11月11日発売 リッジレーサー7

●レース
●価格未定

公式
ＨＰ

公式サイト
http://namco-ch.net/ridgeracer7/index.php

テレビ

テレビ東京系列にて、毎週火曜夜19：00〜
TVアニメ『銀魂−ぎんたま−』放送中。

発売日未定

グンペイ リバース

PS3

銀魂 でぃ〜えす 万事屋大騒動！

●銀魂的生活シミュレーション
●5,040円（税込）

発売中

右脳の達人 ひらめき子育てマイエンジェル

●子育てふれあい右脳トレーニングゲーム 公式
ＨＰ
●3,990円（税込）

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

10月19日発売 音をつなごう！グンペイりば〜す♪

●音楽×パズル
●3,990円（税込）

公式
ＨＰ

公式サイト
http://gunpey-r.com/

10月26日発売 テイルズ オブ ザ テンペスト

●魂を呼び覚ますRPG
●5,040円（税込）

公式
ＨＰ

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

11月30日発売 ふたりはプリキュア スプラッシュスター パンパカ★ゲームでぜっこうちょう！

●ミニゲーム集
●5,040円（税込）

ETC

映画『ふたりはプリキュア スプラッシュ☆スター チ
クタク危機一髪!』12月9日より全国ロードショー。

12月21日発売 平成教育委員会DS

●クイズゲーム
●価格未定

公式
ＨＰ

バンダイナムコゲームス公式サイト
http://www.bngi-channel.jp/

W ii

12月2日発売 たまごっちのピカピカだいとーりょー!

●パーティーボードゲーム
●6,090円（税込）

公式
ＨＰ

公式サイト
http://www.wii-tamagotch.com

12月2日発売 縁日の達人

●縁日体感ゲーム
●価格未定

公式
ＨＰ

バンダイナムコゲームス公式サイト
http://www.bngi-channel.jp/

2007年1月予定 ドラゴンボールZ Sparking! NEO

●3Dアクション
●価格未定

公式
ＨＰ

公式サイト
http://dbzs-neo.jp/

ソード オブ レジェンディア（仮）

●RPG
●価格未定

公式
ＨＰ

バンダイナムコゲームス公式サイト
http://www.bngi-channel.jp/

パックマンカーニバル（仮）

●バラエティ
●価格未定

公式
ＨＰ

バンダイナムコゲームス公式サイト
http://www.bngi-channel.jp/

●トレーディングカード・ボードゲーム 公式
ＨＰ
●7,329円（税込）

公式サイト
http://www.culdcept.com/saga/

12月7日発売 ゼーガペイン ＮＯＴ

●アクションシューティング
●7,140円（税込）

公式
ＨＰ

公式サイト
http://www.zegapain-game.net/

2007年1月25日発売 アイドルマスター

●アイドルプロデュースゲーム
●通常版・7,140円（税込）／
限定版・20,790円（税込）

公式
ＨＰ

公式サイト
http://namco-ch.net/idolmaster̲xbox360/index.php

ガンダム オペレーショントロイ

●FPS
●価格未定

公式
ＨＰ

公式サイト
http://www.bandaigames.channel.or.jp/list/x360̲troy/

トラスティベル 〜ショパンの夢〜

●RPG
●価格未定

公式
ＨＰ

公式サイト
http://namco-ch.net/trusty̲bell/index.php

発売日未定
発売日未定

11月22日発売 カルドセプトサーガ

冬予定
発売日未定

ゲームソフト初回、予約及び同梱特典
についてのご注意

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。

キイゲ
ャベー
ッンム
チトソ
！情フ
報ト
をや
ＰＳ 3 やWiiの発売日
が近づいて、タイトル
も続々ラインナップ。
新作ソフト情報をじっ
くり見ながら、ソフト
の購入計画をしっかり
たてよう！
今月の 東京ゲームショウ２００６
注目！ 会場レポート！
９月２２日〜２４日に開催された東京ゲー
ムショウ２００６は、3 日間で１９万人を超え
る大盛況のうちに幕を閉じた。バンダイ
ナムコゲームスブースでも、注目の集ま
るＰＳ 3 の『リッジレーサー 7 』と『機
動戦士ガンダム Target in Sight』をは
じめ、各タイトルの試遊台には常に長蛇
の列ができていた。さらに『.hack』や
『テイルズ オブ』など、人気タイトルが
勢ぞろいした各ステージは、どれもこれ
も満員御礼。大混雑の中、バンダイナム
コゲームスブースに、遊びに来てくれた
みなさん、ほんとうにありがとう。

c会場もブースも大混雑！

秋〜冬は、新作ゲ

ームから目が離せない！
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