おどるモリリーの
オルゴール

3

10

名

4

⬇京都府・あやさん

２２枚の
＂フコロットカード＂
で占いができ
る！ 便利なカードホルダー付き。
（提供：
バンダイ ガールズトイ事業部）

われらがＳＯＳ団団長見
参！ 元気いっぱいのイラ
ストをいただきました。

⬆愛知県・かれんくん

今月の

10

名

千客万来！たまごっちデパート
ショッピングゲーム

5

ＤＶＤと連動して遊ぶボードゲーム。た
まごっちデパートでいっぱいお買い物しよ
う！ （提供：バンダイ プレイトイ事業部）

2

6

名

⬆東京都・イズミ シロさん

『ゲームセンターＣＸ 有野の挑戦状』つ
いに発売！ １９ページのインタビューも必
見の有野課長のサイン色紙を３名に。

3

B・N

オススメ サウンドトラックＣＤなどのグッズや攻略本が続々登場！ ソフ
アイテム トといっしょにそろえれば、より楽しめること間違いナシ。
※発売日は地方により多少前後することがあります。

名

●2,940円
（税込） ●11月21日発売 ●発売元：コロムビアミュージックエンタ
テインメント ●品番：COCX-34602 ●お問い合わせ：TEL03-3588-2200
（土・日・祝日を除く10：00〜18：00） HP：http://www.columbia.jp

のサントラＣＤ。ステキアーティストたちに
よる、歌唱１０曲とＢＧＭ７曲を収録。

ACE COMBAT６ 解放への戦火 オリジナル・サウンドトラック

Xbox 360用ソフト『ACE COMBAT6 解放
への戦火』の音楽を収録したオリジナル・サ
ウンドトラックCD ３枚組。迫力満点！

ガンダムバトルクロニクル コンプリートガイド

人気の３Ｄアクションゲームの攻略本。歴代
のガンダム作品のMSを操作して、与えられ
たミッションをどんどんクリアしていこう。

テイルズ オブ イノセンス 攻略ガイド（仮）

ニンテンドーＤＳの新作ソフトと同時発売さ
れる攻略本。敵を空中に打ち上げたりできる、
新たなバトルシステムを使いこなそう。

コードギアス 反逆のルルーシュ 完全プレイガイド

Side-B・N編集部による、ニンテンドーDSソ
フト『コードギアス』の攻略本が登場。全デー
タを100％にするためのコンプリートガイドだ。

●3,400円
（ 税 込 ） ●11月21日 発 売 ● 発 売 元：キングレコ ード ● 品 番：
KICA-1451〜1453 ●お問い合わせ：TEL03-5940-7500（土・日・祝日を除
く10：00〜17：00 ） URL：http://www.kingrecords.co.jp/

●予価1,680円（税込） ●11月30日発売予定 ●発売元：エンターブレイン
●お問い合わせ：TEL0570-060-555（月〜金12：00〜17：00）
URL：http://www.enterbrain.co.jp/kouryaku/

●価格未定 ●12月6日発売予定 ●発売元：集英社
●お問い合わせ：集英社 Vジャンプ編集部 TEL03-3230-6330
URL：http://vjump.shueisha.co.jp/

上記のプレゼントをご希望の方は、１３ページのアンケート用ハガキに必
要事項を記入のうえ、５０円切手を貼って応募してください。応募のしめ切
プレゼント りは２００７年１２月１２日（当日消印有効）です。当選者の発表は、Side-B･N
応募方法 ２月号（２００８年１月中旬配布予定）でおこないます。当選者の発表時には、
都道府県名と氏名を掲載します。ご了承のうえ、ご応募ください。
※当選された賞品は、お手元に届くまでに１カ月程度かかる場合がございます。また
アンケートハガキの自由記入欄のご意見を、読者の声として掲載する場合があります。

①SDガンダム ジージェネレーション スピリッツ

月

②テイルズ オブ イノセンス
③装甲騎兵ボトムズ

の

④プロ野球 ファミスタＤＳ
⑤タイムクライシス４＋ガンコン3

ラ

⑥ソウルキャリバー レジェンズ
⑦涼宮ハルヒの約束

イ

⑧NARUTO-ナルト-疾風伝 ナルティメットアクセル２
⑨みんなで遊ぼう！ナムコカーニバル

日（木）頃店頭配布予定です

SDガンダム ジージェネレーション スピリッツ
テイルズ オブ イノセンス

新作
情報

タイムクライシス4+ガンコン3
ソウルキャリバー レジェンズ
NARUTO-ナルト-疾風伝 ナルティメットアクセル２
涼宮ハルヒの約束
平成教育委員会DS 全国統一模試スペシャル
ドラベース ドラマチック・スタジアム
スマッシュコートテニス3
他

ン
ナ

⑫ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大運動会
⑬はねるのトびらWii ギリギリッス

ッ

⑭はねるのトびらDS 短縮鉄道の夜
⑮フコウモリ〜モリリーのアンハッピーぷろじぇくと〜

プ

21

●価格未定 ●12月上旬発売予定 ●発売元：ソフトバンク クリエイティブ
●お問い合わせ：TEL03-5549-1201（土・日・祝日を除く 16：00-18：00）
URL：http://shop.sbcr.jp/

攻略
特集

⑪平成教育委員会DS 全国統一模試スペシャル

⑱ゲームセンターCX 有野の挑戦状

ドラゴンテイマー サウンドスピリット パーフェクトガイド（仮） マイク機能で新たなドラゴンを生み出したり、

12 13

⑩ドラベース ドラマチック・スタジアム

⑰たまごっちのフリフリ歌劇団

●価格未定 ●12月5日発売予定 ●発売元：メディアワークス
●お問い合わせ：TEL03-5281-5203
URL: http://www.mediaworks.co.jp/

次号予告 1月号（Vol.30）は
月

コミック
連載

『トラスティベル〜ショパ
ンの夢』のビートくん。繊
細なタッチがステキです。

ビューティフル塊魂オリジナルサウンドトラック「塊ステキ魂」 Xbox 360用ソフト『ビューティフル塊魂』

『ゲームセンターCX 有野の挑戦状』
有野晋哉さんサイン色紙

名

⑯Yes ！プリキュア5

どちらでもお便りを募集中です！

⬇愛知県・ネコ子さん

独特のタッチが超カワいい
〜！ 『銀魂』の沖田と神
楽のコンビです。

まめっちやめめっちたちが
ケーキを囲んでパーティ中
です。すごく楽しそう♪

10

投稿用、プレゼント応募用ハガキの

モリリーの占い
フコロットカードセット

4

ふたを開けると、
『フコウモリ』のテーマ
が流れてモリリーがおどるよ！（提供：バ
ンダイ ガールズトイ事業部）

名

10

今回もたくさんのお便りやイラスト
をいただきました！ さっそくご紹介。

2

フコウの国のプ
リンセスがぬいぐ
るみに！ さみし
がりやだから、い
つでもそばにおい
てね。
（提供：バ
ンダイ ガールズ
トイ事業部）

100

●ガンシューティングゲームが大好き
です。
『タイムクライシス 』がＰＳ
３で発売されると 月号で読んで感動。

ヒジ関節が180
度近くまで曲げら
れ、各種武装もす
べて再現できる
＂M
IA エクシア＂
を２
名に。
（提供：バ
ンダイ ボーイズ
トイ事業部）

やる気 ％以上でのぞみたいです。
（宮崎県・ＪＡＣＫさん）

モリリーの
ぬいぐるみ

2

■今度の『タイクラ』は新モードも追
加でひと味違います！ 楽しみですね。
●涼宮ハルヒ最高！ ハルヒがめっち
ゃかわいいですねー♥ 新作ゲーム、

MOBILE SUIT IN ACTION!!
ガンダムエクシア

1

これからもたくさん出してくださいね。
（愛知県・ジョベさん）
■『涼宮ハルヒの約束』の発売を待ち

のサイン色紙を読者の皆さんにプレゼント。13ページのハガキで応募しよう。

今

織／京都府・長屋 魁 ④『今日から㋮王！』小西克幸さん サイン入りポスター：東京都・幸田玄輝／神奈川県・米原広子／愛知県・大島若奈／長崎県・山本愛奈 ⑤『ガンダムウォー』プラチナムバインダー：福島県・城阪勇介／三重県・西塚洸輔

月号プレゼント （敬称略）①超造形魂 ドラゴンボールＺ 其ノ九（１ＢＯＸ）：兵庫県・中野友太 ②
・ 「
Side-B
N東京ゲームショウ２００７」版：東京都・長谷 瞭／香川県・石山知佳ほか 名 ③ゲゲゲの鬼太郎 クリーナーストラップ：青森県・土岐 恵／埼玉県・五十嵐夏
18

今月のプレゼント！
バンダイナムコゲームスの人気キャラクターのグッズや、よゐこの有野晋哉さん

きれない！ というおハガキをたくさ
んいただきました。大人気ですね〜。

当選者発表

10

トラスティベル 〜ショパンの夢〜 第4回

『アイドルマスター』などコミックが無料で読める！『Side-B･N コミック Web』

お た よ り 大 募 集 !
「Side-B･N」では毎号、読者からのおハガ
キを募集しています。１２ページのハガキ、も
しくは官製ハガキでご応募ください。官製ハ
ガキの場合、記入項目とあて先は、１２ページ
のハガキと同じ内容を記入してください。採
用された方にはオリジナルグッズをプレゼン
トします。
【今回の募集】①「Side-B・N」へのご意見
ご感想 ②ゲームにまつわる楽しい出来事
③ゲームや記事へのご質問 ④ゲームのイラ
スト など
※お送りいただいたイラストや文章について
は返却できません。また、お送りいただいた
イラストや文章の著作権は、
（株）バンダイ
ナムコゲームスに帰属します。

ワイヤレス通信でバトルを楽しんだりできる
ニンテンドーＤＳソフトの攻略本。
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