装甲騎兵ボトムズ

11月29日発売

SDガンダム ジージェネレーション スピリッツ

12月20日発売

NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットアクセル2

2008年1月31日発売

テイルズ オブ デスティニー ディレクターズカット

発売中

ガンダムバトルクロニクル

12月20日発売

涼宮ハルヒの約束

12月20日発売

タイムクライシス4+ガンコン3

発売中

ナムコミュージアムDS

発売中

コードギアス 反逆のルルーシュ

発売中

ドラゴンテイマー サウンドスピリット

11月15日発売

ゲームセンターCX 有野の挑戦状

11月15日発売

プロ野球 ファミスタDS

11月29日発売

Yes!プリキュア5

11月29日発売

フコウモリ 〜モリリーのアンハッピーぷろじぇくと〜

12月6日発売

テイルズ オブ イノセンス

12月6日発売

はねるのトびらDS 短縮鉄道の夜

12月20日発売

ドラベース ドラマチック・スタジアム

12月20日発売

平成教育委員会DS 全国統一模試スペシャル

2008年予定

デジモンチャンピオンシップ

発売中

ドラゴンボールZ Sparking! METEOR

発売中

銀魂 万事屋ちゅ〜ぶ ツッコマブル動画

11月22日発売

ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大運動会

12月6日発売

たまごっちのフリフリ歌劇団

12月6日発売

はねるのトびらWii ギリギリッス

12月6日発売

みんなで遊ぼう！ナムコカーニバル

12月13日発売

ソウルキャリバー レジェンズ

12月27日発売

のだめカンタービレ ドリーム☆オーケストラ

発売中

ビューティフル塊魂

発売中

ACE COMBAT6 解放への戦火

12月13日発売

スマッシュコートテニス3

12月27日発売

ガンダム無双インターナショナル

●3Dアクション

●7,140円（税込）

●3Dアクション

●7,140円（税込）

●シミュレーション

●7,140円（税込）

●忍道対戦アクション

●6,800円（税込）

6ページ
2ページ
9ページ

●もうひとつの運命という名のRPG ●通常版6,090円、豪華プレミアムBOX7,140円
●3Dアクション

そろそろ寒くなってきて、＂お家でゲーム＂がさらに楽しくなる季節に。
年末にかけてバンダイナムコゲームス注目の新作タイトルもたくさん発
売されるので、気になる情報はしっかりチェックしよう！
テイルズ オブ ザ ワールド
レディアント マイソロジー
PSP the Best

どこでもラクラク！
ＤＳ家計簿
スペシャルプライス版

●5,040円（税込）

●非日常体験アドベンチャー ●通常版5,040円（税込）、超プレミアムBOX9,450円（税込） 9ページ
●ガンシューティング
●バラエティ

●11,500円（税込）

●5,040円（税込）

●音で生み出すRPG

●6,090円（税込）

●短縮語攻略ゲーム

●2,990円（税込）

●5,040円（税込）

●知的教養バラエティ

●4,179円（税込）

●育成バトルシミュレーション
●3Dアクション

4ページ

アイドルマスター
ライブフォーユー！

14ページ

●Xbox 360

11ページ

●アイドルLive
コーディネーター
●発売日未定
●価格未定

11ページ

●価格未定

あ ま

●歌って踊るリズムゲーム
●ギリギリアクション

●5,040円（税込）

●3,990円（税込）

●5,040円（税込）

●のだめ式体感オーケストラ

●6,090円（税込）

●フライトシューティング

●7,800円（税込）

●ノンフィクションスポーツゲーム

●7,329円（税込）

●7,800円（税込）

ライブフォーユー！
発売日未定 アイドルマスター
●アイドルLiveコーディネーター ●価格未定
20ページ

き

本誌＆WEB連載
コミックが単行本に!

●１１月２７日発売 ●599円（税込）
原作：バンダイナムコゲームス
作画：草壁レイ 発行：メディアワークス

掲載商品に関するお問い合わせ、
「Side-B･N」の配布ショップの情報は、バンダイナムコゲームスチャンネル
©主婦と生活社 ©コンドウアキ ©2006 NBGI ©いのまたむつみ ©藤島康介 ©2006 NBGI ©窪岡俊之 ©2003 2007 NBGI

み

アイマス
NEWS

●6,090円（税込）

●ロマンス&ビューティー

●タクティカルアクション

8ページ

い

本誌で連載していたコミック
『アイドルマスター ︱ユア メッ
セージ ︱』の単行本が発売！

●7,140円（税込）

ほ し

星井美希

※カバーデザインは仮のものです︒

●体感剣劇アクション

17ページ

10ページ

か

➡ライブの舞台裏もこっそり
のぞけちゃう？ 素顔の彼女
たちに大接近できるぞ。

13ページ

14ページ

は る

➡彼女たちの着るキュートな
ライブ衣装も本作の見どころ
の１つ。夢のステージを目い
っぱい楽しもう！

●6,090円（税込）

●6,090円（税込）

み

天海春香

●7,140円（税込）

●ツッコマブル動画

●バラエティ

15ページ

今度は＂自分だけのライブ＂を
プロデュースできちゃうぞ！

●5,040円（税込）

16ページ

あの７６５プロダクションのアイドル

●5,040円（税込）

候補生たちが、新たなステージに立つ！

●タッチペン・アクション

7ページ

本作では自分の好きな組み合わせや衣装

●5,040円（税込）

あの『アイドルマスター』に新作が登場!!

18ページ

で、ライブをコーディネートできる。オ

●カジュアルプロ野球

●想いを繋ぐRPG

プレイヤーはヒロインのカノンノと ＂食費＂などの費目アイコンと金額
冒険の世界へ。
『テイルズ オブ』シ をタッチするだけのカンタン入力で
リーズのキャラクターが多数登場！ OK。家計診断もしてくれる。

●5,040円（税込）

●5,040円（税込）

●フコウセラピー

●ニンテンドーDS ●家計簿ソフト
●１２月6日発売 ●2,980円（税込）

リジナルアニメＤＶＤも付いてくるぞ！

●ゲームinゲーム

●スポーツ

●PSP ●君のためのRPG
●発売中 ●2,800円（税込）

●3,990円（税込）

●ギアスRPG

●超野球

8ページ

ゲーム

あの名作ゲームが
お買い得プライスに！

11月15日発売

ＰＳＰやニンテンドーＤＳのヒット

ドラゴンボールZ Sparking! METEOR

作が、お求めやすい価格で再登場。

発売中

アイマス
NEWS

前作が＂プラチナコレクション＂
で発売されるぞ！
！

Xbox 360 プラチナコレクション アイドルマスター
●Xbox 360 ●発売中 ●2,940円（税込）

今年1月に発売された『アイドルマスター』が、お
買い得な「Xbox 360 プラチナコレクション」に！
『ライブフォーユー！』の前にぜひ遊んでみよう。

をご覧ください。

20

