●8,379円（税込）

冬発売予定

テイルズ オブ グレイセス

8月6日発売

マグナカルタ２

●6,279円（税込）

●価格未定
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扌笑顔

●8,379円（税込）

観て楽しむもよし、聴いて楽しむもよし！ 今月は３本
の新着DVD＆CD情報をご紹介。どれも要チェック！

扌真面目

クイーンズブレイド

10

ページ

●愛と憎しみのRPG

予約特典のオフィシャルビ
ジュアルブックも超豪華！
美麗なイラストが多数収録
されたファン必携の１冊だ
けに、予約を忘れずに！

18

ページ

●守る強さを知るRPG

いっしょに予約特典も
ゲットしよう！

ページ

●ぱくぱくアクション

扌恥じらい顔

8

スパイラルカオス

●12月17日発売予定 ●PSP
●6,090円（税込） 激闘パック10,290円（税込）
（※激闘パックには、figma「キュート」＆やられボイスCDを同梱）
●公式HP／http://psp-queensblade.com/

限定版

ＰＳＰ
『 クイーンズブレイド 』
限定版「激闘パック」の続報をキャッチ！

たべモン

●7,329円（税込）

前号でもお伝えしたＰＳＰ『ク

9月3日発売

●シミュレーション

イーンズブレイド』の限定版「激

SDガンダム ジージェネレーション ウォーズ

ページ

8月6日発売

4

闘パック」
。 そ の 特 典 の ひ と つ、

●7,140円（税込）

ｆｉｇｍａ「キュート」の続報を

●アクション

ページ

7月23日発売 ドラゴンボール 天下一大冒険

ｆ ｉ ｇ ｍ ａ「 キ ュ ー

●価格未定

お 届 け！

●トップアイドルアドベンチャー

ト」では、ｆｉｇｍａ初の差し替

アイドルマスター ディアリースターズ

●4,410円（税込）

え パ ー ツ「 shift body
」によっ
て、キュートの鎧破壊シーンを再

秋発売予定

●幼児教育トレーニング

現。全３種の表情パーツとポージ

アンパンマンとタッチでわくわくトレーニング

ングで、君のお気に入りのキュー

9月3日発売

ト を 演 出 し て 楽 し も う！ 「 激 闘

●6,279円（税込）

ページ
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パック」は完全受注生産なので、

8月27日発売 スパロボ学園

12

ページ

カナタと虹色の鏡

●5,229円（税込）

扌ニンテンドーDS
『たまごっちのキラ
キラおみせっち』も
プレイできる！

希望者は早めに予約しよう！

ホッタラケの島

●日時・場所／7月26日（日）大阪・インテックス大阪 3号館
8月9日（日）名古屋・名古屋吹上ホール
8月29日（土）
・30日（日）
東京（横浜）
・パシフィコ横浜 展示ホール1F
ホールA
●開催時間／9:00〜16:00（全会場共通）
●公式ＨＰ／http://www.ciao.shogakukan.co.jp/special/

ｆｉｇｍａ「キュート」は、
表情パーツもバラエティ豊富！

8月6日発売

●部隊統率型戦略アクションゲーム

ちゃお＆ChuChuサマーフェスティバル2009

14

ページ

機動戦士ガンダム戦記

●7,800円（税込）

ページ

秋発売予定

●ロボット対戦バトル

ページ

9月17日発売

●ナゾときアクションRPG

17

2

●6,279円（税込）

テイルズ オブ ヴェスペリア
●「正義」を貫き通すRPG

ページ

●転がして大きくするゲーム

ページ

●価格未定

7月23日発売 塊魂TRIBUTE

ページ

●武器格闘アクション

イベント

「ちゃおフェス２００９」の
バンダイナムコブースに注目！

ソウルキャリバー Broken Destiny

●5,200円（税込）

扌Wii『太鼓の達
人Ｗii』
を会場で楽
しもう！

14

小学館の少女まんが誌「ちゃお」が主

夏発売予定

●アクション

●6,090円（税込）

催するイベント「ちゃお＆ＣｈｕＣｈｕ

8月6日発売

テイルズ オブ バーサス

●3Dアクションアドベンチャー

8

サマーフェスティバル２００９」が、今

ヱヴァンゲリヲン：序

●7,329円（税込）

13

夏も３都市で開催決定！ もちろんバン

発売中

●シミュレーション

●6,279円（税込）

ダイナムコゲームスも出展し、ニンテン

SDガンダム ジージェネレーション ウォーズ

●ヒーローアクション

ドーＤＳの『たまごっちのキラキラおみ

8月6日発売

●アクションRPG ●2,940円（税込）
劇場版「交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい」DVD同梱版7,140円（税込）

せ っ ち 』 や Ｗ ｉ ｉ の『 太 鼓 の 達 人 Ｗ ｉ

仮面ライダー クライマックスヒーローズ

今月は、イベントから限定版、メルマ
ガまで、お役立ち情報が充実！ どれ
もしっかりチェックしておいてね‼
ｉ』など、最新の注目タイトルを実際に

8月6日発売

●6,090円（税込）

プレイできる試遊台を設置予定。入場料

発売中

エウレカセブン NEW WAVE Graduation
Welcome Price 2800

●3Dアクションアドベンチャー

は無料なので遊びに来てね！ イベント

ヱヴァンゲリヲン：序

の詳しい情報は、公式ＨＰでご確認を！

発売中

※予約特典および「激闘パック」の写真・イラストはイメージです。内容・仕様は予告なく変更になる場合が
あります。※予約特典は数に限りがあります。なくなり次第終了となります。※詳しくは店頭で。

※発売日は地方により多少前後することがあります。

メルマガ

サイドＢＮメルマガ
配信スタート！

登

７月から、サイドＢＮの携帯電話向け

メールマガジンの配信がスタート！

録はもちろん無料で、毎月１回、サイド

0908

ＢＮ最新号の配布日のお知らせや最新ゲ

『アイマス』音楽CDの人気シリーズ「MASTER
SPECIAL」の第5弾。今回は、あずさと真が登
場です！

ーム情報、予約特典情報など、見逃せな

●発売元：コロムビアミュージックエンタテインメント
●お問合わせ：TEL03-3588-2200（土日・祝祭日を除く9:30〜18:15）

いニュースを確実に入手することができ

●2,200円（税込） ●発売中

る。また、このメルマガに会員登録する

ＣＤ

8月号のプレゼント
応募用パスワード

THE IDOLM@STER MASTER SPECIAL 05

と、サイドＢＮ本誌に記載されているパ

除く10:00〜17:00）

『テイルズ オブ ヴェスペリア』のドラマCDシ
リーズ第２弾。あの感動をドラマCDでもう一度
味わおう！

スワード（今号は左の数字）を入力して

●2,940円（税込） ●発売中 ●発売元：フロンティアワークス
●お問合わせ：TEL03-3973-3332（土日・祝祭日を

プレゼントへ応募することも可能になる。

ＣＤ

ドラマCD「テイルズ オブ ヴェスペリア Vol.2」

現在、登録者特典としてオリジナル待受

※13:00-14:00および土日・祝祭日を除く）

メルマガの登録は
こちら！

TVアニメ『ドルアーガの塔』第２期のDVD第４
巻。初回限定生産版にはサントラCDが付属。通
常版（5,775円）も好評発売中！

をプレゼント中なので、ぜひこの機会に

●7,875円（税込） ●発売中 ●発売元：ゴンゾ
●お問合わせ：TEL0120-033-213（11:00-17:00

登録しよう！

ＤＶＤ

ドルアーガの塔 -the Sword of URUK- 第４の宮 (初回限定生産版）

※登録料は無料ですが、メールの受信にかかるパケット通信料はお客様のご負担となります。
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