
と資本の関係を整理するために、バ

ンプレストの子会社でアミューズメ

ント施設事業を行う㈱プレジャーキ

ャストと㈱花やしきの2社を㈱ナム

コの子会社とすることとしました。

――グループの管理部門の機能集約も

実施しますね。

須 2005年9月の経営統合時より

検討を進め、2007年4月からは具体的

な準備・検証作業を行っていました。

このたび2008年4月にバンダイ、ナム

コ、バンダイナムコゲームス、バンプ

レストの4社の管理部門（総務・人事･

経理・情報システム）を統合し、バン

ダイナムコホールディングス内にシェ

アードサービス部門として設置する

ことにしました。これにより重複し

ていた経費の削減など管理業務の効

率化や業務の標準化を図るとともに、

グループの経営戦略機能と連動した

体制を構築していきます。2008年4

月時点では4社を対象としています

が、中長期的に対象を広げていきた

いと考えています。

織再編や、スピーディな経営判断と

実行が可能となり、事業拡大ととも

にグループ企業価値の向上を図るこ

とができると考えました。

――完全子会社化により2社は何か変

わりますか？

須 バンダイナムコグループでは

経営と業務執行を分離しており、事業

については各社に権限委譲していま

すので、今後もこれまでと同様に両社

の独自性や個性を活かして事業展開

を行います。映像音楽ソフト市場、

ネットワークコンテンツ市場ともまだ

まだ成長の可能性があります。グル

ープ組織の再編により、スピーディ

な判断と施策の実施とともに、適切

な資源配分を行い、相乗効果と総合力

を発揮することで、さらに事業拡大

を図っていきたいと考えています。

――㈱バンプレストの再編について

教えてください。

須 バンプレストの再編は、ゲーム

事業におけるノウハウとリソースを

有効活用し、スピーディな経営判断で

戦略を推進することにより、グループ

総合力を向上させることを目的とし

たものです。そのため2008年4月よ

りバンプレストの家庭用ゲームソフ

トおよび業務用ゲーム機の企画開発

部門を㈱バンダイナムコゲームスに

移管し、両社のゲーム事業部門を統

合します。バンダイナムコゲームス

内で異なる強みを持つ人材が刺激し

あうことで、企画開発にも良い影響

が出てくると思います。今後バンプ

レストは、業務用機器向けのプライ

ズ景品をはじめとする景品事業を中

心に展開する予定です。併せて事業
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バンダイナムコグループでは、中

期経営計画のテーマである「ポート

フォリオ経営の強化・充実・拡大」を

実現するため、最適なグループ組織

の構築を常に追求しています。今回

は新たな組織再編の動きや上期の業

績、今後の展望について、㈱バンダイ

ナムコホールディングス　須社長に

聞きました。

――グループの上場会社２社の株式に

対する公開買付けを発表しましたね？

須 バンダイナムコホールディン

グスでは、バンダイビジュアル㈱と

バンダイネットワークス㈱の完全子

会社化を目指し、11月9日から12月

10日の期間に公開買付けを実施する

こととしました。両社が事業展開す

る市場は、次世代メディアの登場や

技術改革などによる環境変化が速く、

グローバル規模での競争が激化して

います。これにいち早く対応するた

めには、より一層グループの連携を

深めることが必要です。両社を完全

子会社化することで、グループ全体

の戦略を推進するための機動的な組
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ーレジェンズ」など、大型ソフトを

ワールドワイドで投入します。また

国内ではPS2向け「SDガンダム ジ

ージェネレーションスピリッツ」や

ニンテンドーDS向け「テイルズオブ

イノセンス」など、人気シリーズの

最新作を各プラットフォームにバラ

ンスよく投入していきます。業務用

ゲーム機についても格闘ゲーム機

「鉄拳６」や新型シールプリント機

「ジュエラ」など、下期に最新機器を

複数導入します。また、定番機器の

「機動戦士ガンダム　戦場の絆」や

「クレナフレックス」も安定した人気

となっており、下期以降のアミュー

ズメント施設活性化に繋げていきた

いと思います。

――そのほかのSBUの動きについて

教えてください。

須 アミューズメント施設SBU

は、売上は計画通りに推移していま

すが、利益が計画を下回っています。

下期に向けてはゲームコンテンツ

SBUの業務用機器との相乗効果を発

揮するとともに、施設のスクラッ

プ・アンド・ビルドによる収益性向

上、バンダイナムコグループならで

はのキャラクターをテーマとした施

設による差別化を図ります。海外に

おいては、ヨーロッパはボウリング

との複合店が好調ですが、アメリカ

では日本型ビジネスモデルの移植な

どを進めるとともに、さらなる効率

化を図り、収益向上を目指します。

――ネットワークSBUと映像音楽

コンテンツSBUについては？

須 ネットワークSBUの携帯電話

向けコンテンツは、待受画面や着信

メロディの有料会員数が伸び悩んで

いますが、「ワンピース」や「機動戦士

ガンダム」などゲームコンテンツが

好調です。下期はゲームコンテンツ

の展開強化に注力する計画で、10月

には「ドラゴンボール」のゲームコ

ンテンツの提供を開始し好調です。

映像音楽コンテンツSBUの上期は、

ゲームコンテンツSBUと、国内大型

アミューズメント施設が好調だった

アミューズメント施設SBUが増益と

なりました。一方、前年度に「たま

ごっち」や「データカードダス」な

ど利益率の高い商品が好調だったト

イホビーSBUと、ネットワークSBU、

そして映像音楽コンテンツSBUが減

益となりました（詳細は4ページの

FINANCIAL DATAをご参照くだ

さい）。通期の業績については、年初

計画に変更はありません。

――まもなく年末年始商戦が始まりま

すね？

須 トイホビーSBUでは、国内で

は「仮面ライダー電王」や「Yes！

プリキュア５」、海外では「パワーレ

ンジャー」や「BEN10（ベンテン）」

などの売れ筋商品と年末年始商戦向

けの大型商品に集中していきます。

国内では10月にスタートした新番組

「機動戦士ガンダム 00
ダブルオー

」の商品を本

格展開しているほか、11月には「たま

ごっちプラス」シリーズの新製品を

投入しています。また、競争が激し

くなってきているデータカードダス

に向けて「Yes！プリキュア５」を

投入し、女児向け市場の活性化を図

ります。ほかにも、カプセル自販機

ガシャポンで販売するフィギュアを

使いデジタルゲームを遊ぶ「データ

ップ」や、データカードダスの「百獣

大戦アニマルカイザー」など、バン

ダイとバンダイナムコゲームスのシ

ナジーによるグループならではの商

品も積極的に投入しています。

ゲームコンテ

ンツSBUでは、

家庭用ゲームソ

フトにおいては

Xbox 360向け

「エースコンバッ

ト６」、PS3向け

「タイムクライシ

ス４」、Wii向け

「ソウルキャリバ
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――この他にもグループ再編を発表し

ましたが、その目的は？

須 カプセル自販機やカード自販

機の流通を担当する㈱サンリンクがバ

ンダイの子会社から、㈱ハピネットの

子会社となることを発表しました。こ

れは玩具・ゲームなど幅広い分野の流

通を手がけるハピネットとの相乗効果

を図るとともに、流通面での効率化を

推進することを目的としたものです。

バンダイナムコグループでは環境

変化や戦略に応じ、常に最適なグル

ープ組織を追求し、臨機応変に実行

する方針です。今回の一連のグルー

プ再編も、現・中期計画策定時に想定

した以上の激しい環境変化にいち早

く対応し、より強いグループ組織を

構築するために実施するものです。

もちろん今後もベストな組織体制を

追求し、グループ企業価値向上を図

っていきたいと思います。

――上期の業績はいかがでしたか？

須 2008年3月期の上期業績は、

定番キャラクター玩具や大型ゲーム

ソフトの人気、国内の大型アミュー

ズメント施設の好調などにより前年

同期比で増収となりました。利益面

では、グループの拠点統合に伴う一

時的なコスト増や、前年同期に東ハ

ト株式の売却に伴う特別利益があっ

たことなどから前年を下回りました。

SBU別では、家庭用ゲームソフト、

業務用ゲーム機とも好調に推移した

Management Eyes
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常に最適なグループ組織
を追求し臨機応変に実行
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公 開 買 付 の 概 要

対象会社 バンダイビジュアル株式会社（東証１部上場）

バンダイネットワークス株式会社（JASDAQ上場）

目　　的 ・環境の変化、グローバル競争の激化への迅速な対応

・戦略実行力を高めるための機動的な組織再編を実行

し、グループの相乗効果による総合力を発揮する

期　　間 2007年11月9日～2007年12月10日

買付価格 バンダイビジュアル：　 287,000円

バンダイネットワークス： 60,300円
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バンダイナムコホールディングスは10月9日～10日の2日間、長野県志賀高原の「バンダイナ
ムコの森＊」を活用し、グループ社員が環境活動や環境経営について考えるためのプログラム「バ
ンダイナムコグループ環境サミット」を開催しました。サミットにはグループの「環境プロジェ
クト委員会」のメンバーを中心に約90名が参加。森林整備体験や自然観察などを行ったほか、他
社の先進事例を学ぶ講演や、経済と環境のバランスの大切さを学ぶゲームなど、さまざまなプロ
グラムを実施しました。
また、今回の環境サミットは、期間中に会場や乗り物から排出されるCO2をグリーンエネルギ
ーの購入によりゼロに相殺したほか、新エコ素材を利用した弁当容器の使用、環境に配慮した仕
様のバスや“マイ箸”の利用など、プログラム内容以外にもエコに配慮した企画となりました。
環境サミット開催にあたっては、長野県・志賀高原の地域の皆さんにも森林ガイドとしてご協力
いただくなど、地域と連携して開催しました。

ガンダムシリーズがグループ内の相乗

効果を発揮した前年同期に及びませ

んでしたが、今後は「機動戦士ガン

ダム 劇場版メモリアルボックス」「超

時空要塞マクロス」のメモリアルボッ

クスの映像ソフト、「らき☆すた」関

連の音楽ソフトなど、幅広いバリエ

ーションの商品を提供していきます。

――次期中期経営計画策定の状況はい

かがですか？

須 10月に当社の常勤・非常勤取

締役などが中心に参加し、バンダイ

ナムコの森でキックオフミーティン

グを実施しました。業界の環境やグ

ループの現状分析、あるべき姿につ

いて、「イノベーション」「グローバ

ル」などさまざまな観点から議論を

行いました。具体的な戦略は2009年

4月のスタートに向けて詰めていくこ

とになりますが、個人的には現状の

強みの強化に加え、新しい波や動き
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でステップアップしていくことも必

要だと感じました。

――そのためにはグループがさらに

一丸となる必要がありますね。

須 私はバンダイナムコグループ

の最大の財産は「人」だと考えていま

す。中長期的な戦略を推進していく

ためには、人材が全ての基盤となる

ため、さまざまな取組みを行います。

具体的にはグループの特徴でもある

現場への権限委譲や、若手の登用をさ

らに進めていきます。このほかにも、

現在統合後２回目となるグループ横

断提案制度を実施しており、約1,500

件の新規事業提案や改革提案につい

て審査を行っています。１回目の提

案制度からは、すでに「ナムコ ワンダ

ーパークヒーローズベース」内の施

設として具体化しているものも出て

います。また、グループ内の人事交

流についても、さらに対象会社を拡

大して実施することとしました。社

員のアイデア活用と人材の交流がグ

ループを活性化し、バンダイナムコ

グループの基盤をさらに強くしてい

ってくれるだろうと期待しています。

最後になりますが、本紙の前号で実

施した株主アンケートに非常に多く

の方々からご協力をいただき、ありが

とうございました。現在、集計と分析

を行っておりますが、貴重なご意見

として、今後の情報開示など広報・

IR活動の参考にさせていただきます。

バンダイナムコグループの組織再編

イ分 イ分 イ分

バンダイナムコホールディングスは、エンターテインメント創造活動や文化活動への支援の一環として、東京藝術大学の学生
が音楽や絵画などを披露する「藝大アーツ イン 丸の内」（11月9日～11日開催、会場：丸ビル）と、人気絵本「くまのがっこ
う」とのコラボレーションコンサート「くまのがっこう チャリティコンサート ジャッキーのクリスマス」（12月8日～9日開催、
会場：玉川高島屋SC アレーナホール）に協賛しています。バンダイナムコグループは、「夢・遊び・感動」を世界中の人々に提
供し続けるという企業理念に基づいたCSR基本方針を定めています。今後もこの方針に則り、バンダイナムコグループらしいさ
まざまな活動に取り組んでいく予定です。

次期中期経営計画では
新しい波や動きも必要

イ分 イ分 イ分

◆志賀高原「バンダイナムコの森」で「バンダイナムコグループ環境サミット」開催

◆「藝大アーツイン丸の内」と「くまのがっこうチャリティコンサート」に協賛

バンダイナムコの森 バンダイナムコグループでは、2007年4月より
長野県が橋渡しを行い、森林の整備と利用に意欲を持つ地域と企業が連携
して推進する「森林（もり）の里親促進事業」における「森林（もり）の里
親契約」を財団法人下高井郡山ノ内町和合会との間で締結。これにより

志賀高原（長野県山ノ内町）の約47ヘクタールの森林の里親となり、ここを
「バンダイナムコの森」として（財）下高井郡山ノ内町和合会が行う森林整備
作業の費用を一部負担するほか、グループ社員による森林整備体験や自然
体験など、森林保護と理解に繋がる各種活動の場として活用しています。
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Financial Data

バンダイナムコグループの2008年

３月期の中間期連結業績（2007年４

月～９月）は、定番キャラクター玩

具、家庭用ゲームの大型シリーズソ

フトが人気となるとともに、国内の

大型アミューズメント施設店舗が好

調に推移し、増収となりました。し

かしながら、グループ会社の拠点統

合や減価償却費の制度変更などに伴

う営業費用の増加、さらに前中間期

に多額の関係会社株式売却益があっ

たことから、利益面では前年同期に

及びませんでした。

◆トイホビー事業

国内において「仮面ライダー電王」

の男児キャラクター玩具や、「YES！

プリキュア５」の女児キャラクター

玩具が好調に推移するとともに、「デ

ータカードダス」では、新たに「大怪

獣バトル ULTRA MONSTERS」

「百獣大戦アニマルカイザー」を投入

し、ターゲットの拡大を図りました。

しかしながら、「たまごっちプラス」

シリーズや「データカードダス」を

中心に大変好調に推移した前年同期

には及びませんでした。

海外においては、引き続き「パワー

レンジャー」「たまごっち」シリーズ

が人気となるとともに、アメリカ発

のキャラクター「BEN10（ベンテン）」

の男児キャラクター玩具が展開地域

の拡大に伴い業績に貢献しました。

◆アミューズメント施設事業

既存店売上が前年同期比で95.8％

となったものの、国内において「ナ

ムコ ワンダーパークヒーローズベー

ス」「ナムコランド各務原店」など、

前期および今期出店した大型店が概

ね順調に推移しました。

海外においては、ヨーロッパは前

期に取得した複合施設を中心に好調

に推移しましたが、アメリカでは市

場環境が低迷するなか、直営店の効

率化やレベニューシェア店の拡大に

取り組みました。

◆ゲームコンテンツ事業

国内においてPS2向け「スーパー

ロボット大戦ORIGINAL GENER-

ATIONS」、PS2・Wii向け「ドラゴ

ンボールZ Sparking！ METEOR」

が人気となるとともに、携帯型ゲー

ム機向けソフトの販売強化を図りま

した。海外においては、アメリカで

「NARUTO」関連のソフトが好調に

推移するとともに、タイトルを絞り

込み収支改善を図りました。ヨーロ

ッパでは「ドラゴンボールZ」関連ソ

フトやPS3向け「RIDGE RACER 7」

を中心に好調に推移しました。

業務用ゲーム機では「湾岸ミッド

ナイトMAXIMUM TUNE 3」が

人気となるとともに、携帯電話などモ

バイル機器向けゲームコンテンツがユ

ーザー嗜好の多様化に対応したコンテ

ンツ展開により好調に推移しました。

◆ネットワーク事業

モバイルコンテンツ分野において、

「ONE PIECE モバイルジャック」

などの高付加価値コンテンツや、

※見通しに関しては種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の予想数値や施策の実現を確約したり、保証するものではありません。

2008年3月期中間期の連結業績
売上高2,135億円、営業利益150億円で増収減益

「SIMPLE100」シリーズ、「ZOOキ

ーパー」などのカジュアルゲーム、

業務用ゲーム機と連動した「機動戦

士ガンダム 戦場の絆」など、ゲーム

や携帯電話カスタマイズコンテンツ

を積極的に展開しましたが、待受画

面や着信メロディの有料会員数減少

の影響は大きく苦戦しました。ソリ

ューション分野においては、新規サ

ービスの提案や、他社モバイルコン

テンツサイトの開発・運営などの受託

案件が好調に推移しました。

◆映像音楽コンテンツ事業

映像パッケージソフトでは、「攻殻

機動隊」シリーズや「新機動戦記ガ

ンダムＷ」など過去の優良なコンテ

ンツを活かしたDVD -BOX商品、

TVアニメ「コードギアス 反逆のル

ルーシュ」やオリジナルビデオアニ

メ「FREEDOM」などが好調に推

移しました。また、TVアニメ「らき

☆すた」関連の音楽パッケージソフ

トが人気となりました。しかしなが

ら「機動戦士ガンダム」シリーズの

好調によりグループシナジーを発揮

した前年同期には及びませんでした。

なお通期業績見通しについては、

下期に重点商品投入を予定している

こともあり、変更はありません。

中間純利益

7,97717,37915,0852008年3月期中間期実績

経常利益営業利益

213,522

売 上高

映像音楽コンテンツ

1,263ネットワーク 6,742

3,062ゲームコンテンツ 21,000

147アミューズメント施設 21,249

12,005ト イ ホ ビ ー 164,529

営業利益売上高

事業セグメント別内訳

2008年3月期中間期の連結業績 （単位：百万円）

（単位：百万円）

26,50047,00045,0002008年3月期通期見込 480,000

事 業 分 野

3,03517,888

4315,936

4,85661,835

2,07846,124

5,76883,578

営業利益売上高

地域セグメント別内訳

アジア

ヨーロッパ

アメリカ

日　本

地 域

（単位：百万円）

△27.6％△6.4％△12.6％前年同期比 3.3%

※地域セグメント別内訳の売上高は外部企業への売上を記載



㈱バンダイ（上野和典社長）は、自販機専用カ

プセル商品（ガシャポン）に埋め込まれたデジタル

データを専用筐体「データップステーション」に読

み込ませてゲーム画面で遊ぶ、新しいガシャポン

「データップ」を11月下旬より順次導入していま

す。第一弾は小学生男児を中心に人気のSDガン

ダムを起用した、「データップ SDガンダムガシャ

ポンバトル パート１」（全20種・１回１

カプセル200円）で、全国の玩具店、百貨

店・量販店の玩具売場などに設置します。

筐体上部にゲーム画面やコントロール

パネル、下部にガシャポンを販売する従

来の「カプセルステーション」の２層で構成されており、筐体開発

は㈱バンダイナムコゲームスと共同で行いました。

導入後１年間で10億円の売上を目指し、バンダイナムコグループ

の自販機事業における新しい柱として事業の拡大をはかります。
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トイホビー
（表示価格はすべて税込です。仕様・発売日・価格などは本紙発行時点の情報につき、変更になることもあります）

親子で簡単にの
り巻きが作れる
「のりまきまっき
ー」が大好評のク
ックジョイシリー
ズ第 2弾として、
いろいろなサンド
が作れる「いち・にっ・サンド！」を発売します。本
体に抜き型や材料をセットしてレバーを押すだけで、
ベーシックなサンドイッチはもちろん、ライスサン
ドやフルーツサンドが簡単に作れます。抜き型は、
花・丸・ハート・くまの4種類。アレンジ次第で自分だ
けのオリジナルサンド作りが楽しめます。

本体をテレビ
につなぐだけで、
テレビ画面を使
用して遊ぶこと
ができる体感ゲ
ーム、「Let ' s！
TVプレイ」で大
好評の「ドラゴ
ンボールZ」シリーズの第3弾が登場しました。テレ
ビに向かってかめはめ波が撃てるという面白さはそ
のままに、作品中でも人気の戦闘力測定アイテム
「スカウター」を頭部に装着して、迫力のバトルが楽
しめるようになりました。バトルシーンのグラフィ
ックも大幅にパワーアップ。ファミリーで楽しむこ
とができる体感ゲームです。

Let's！TVプレイドラゴンボールZ 
スカウターバトル体感かめはめ波
～おらとおめぇとスカウター～

発売中／8,190円　㈱バンダイ

12月上旬発売予定／3,150円　㈱バンダイ

©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
©BANDAI 2007 ©2007 KOTO Co.,Ltd

いち・にっ・サンド！

人気アニメー
ション「クレヨ
ンしんちゃん」
の番組内に登場
するお菓子をそ
っくりそのまま
再現した、チョ
コレート味のコ
ーンパフスナック「チョコビ」のクリスマス向け商
品です。「チョコビ」3個に加えて、パッケージキャ
ラクター“ワニ山さん”をモチーフにしたアクショ
ンゲームが付いており、お菓子を食べながら家族で
ゲームが楽しめます。㈱東ハトとのコラボレーショ
ンで実現した「チョコビシリーズ」は、2006年3月
の発売以来、累計4,600万個以上を販売するヒット
商品となっています。

チョコビBIGボックス
発売中／1,575円 ㈱バンダイ

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

©BANDAI 2007

バンダイは、全世界で

のべ52か国・地域で販売し、

全世界累計販売数が3,200万

個を突破した「たまごっち

プラスシリーズ」の最新作、

「いぇー！ふぁみりーイロイ

ロ！たまごっちプラス」（以

下：『ふぁみたま』、３種／

各2,940円）と、DVD同梱版（３種／各3,990円）を発売しました。

「ふぁみたま」は“家族の絆”がテーマで、最大５人のたまごっち

ファミリーの育成を楽しめます。DVD同梱版では、DVDに収録さ

れた９つのメニューをテレビ画面で楽しめるだけでなく、ゲームで

獲得したアイテムを「ふぁみたま」本体に送ることができ、遊びの幅

がさらに拡がりました。また、商品仕様を全世界共通にしたことで、

本体同士の通信による“国際結婚”が初めて可能になったほか、本体

と連動して遊べるPCサイトも全世界共通。日本語のほか６か国語

に対応しており、世界中の子どもたちが「たまごっち」で繋がります。

なお、北米・欧州・アジアでは2008年１月の発売を予定しています。

バンダイでは2008年３月末までに全世界で100万個の販売を計画

しており、12月15日に劇場公開される、バンダイとバンダイビジ

ュアルが製作参加している映画「えいがでとーじょー！たまごっち

ドキドキ！うちゅーのまいごっち！？」（配給：東宝）とともに、

「たまごっち」をますます盛り上げていきます。

本体とDVDがセットになった「いぇー！ふぁみり
ーイロイロ！たまごっちプラス＆たまDVD」

©BANDAI・WiZ 2004

新しいガシャポン「データップ」導入
第一弾はSDガンダムを起用

「たまごっちプラス」シリーズの最新作を発売
世界共通仕様で“国際結婚”も可能に

©創通・サンライズ　
©創通・サンライズ・毎日放送

©BANDAI 2007



「イオン八千代緑ヶ丘店」４階にてニューファミリーを対
象に、三方を海に囲まれた千葉県に根ざした“海”をテー
マとしたア
ミューズメ
ント施設を
出店します。
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News Topics アミューズメント施設

ナムコ新店舗オープン情報

バンダイとナムコの統合の象徴ともいえるアミュー

ズメントとキャラクターマーチャンダイジングが融合

した施設「ナムコ ワンダーパーク ヒーローズベース｣

（神奈川県川崎市）が、9月28日に１周年を迎えました。

施設を運営する㈱ナムコ（東 純社長）は、“夢のヒー

ロー達と出会う、触れ合う、体験する”をテーマに、

この１年間にキャラクターやハリウッドスター、アイ

ドルを招いたステージショーやライブなどを120回以

上行い、お客様とのインタラクティブなエンターテイン

メントを追求してきました。その結果、年間目標入場

者数の200万人を大きく上回る260万人のお客様にご

来場いただきました。

9月28日～10月8日に

は１周年を記念して、

機動戦士ガンダムや仮

面ライダー、Yes！プ

リキュア５、ウルトラ

マン、たまごっちなど

の大型イベントが多数

開催されました。

「ダブルヒーロー“電ゲキ”フェア」開催
キャンペーンの当選者宅をヒーローが訪問

ナムコは、ア

ミューズメント

施設での接客の

質を高め、お客

様の満足度向上

を目指すため、

11月3日～12月

2日に「ナムコ

スマイル×スマイルコンテスト2007」を実施しています。

ナムコでは、日本全国の店舗従業員約5,000名の“あいさ

つ”や“笑顔”などをお客様に直接評価していただき、優秀

な接客と評価されたスタッフを表彰するコンテストを2002

年から毎年実施しています。６回目となる今年は、従来の

「従業員の笑顔」だけではなく、「従業員の笑顔でお客様を笑

顔で元気にする取り組み」ができているかどうかを評価して

いただくコンテストに進化させました。

今後もナムコでは、お客様にご満足いただけるよう、日本

一の接客を目指した施設運営を行っていきます。

接客力とお客様の満足度向上を目指し
ナムコスマイル×スマイルコンテストを実施

「ヒーローズベース」が1周年
大型イベントを多数開催

㈱ナムコ（東純社長）

は７月21日～９月２日の

間、直営アミューズメン

ト施設約250店舗で「ダブ

ルヒーロー “電ゲキ”フ

ェア ナムコ感謝祭2007」

を開催しました。この企

画は、東映系で全国ロー

ドショーされた「劇場版

仮面ライダー電王」「電影

版 獣拳戦隊ゲキレンジャ

ー」と、ナムコのアミューズメント施設がコラボレーション

したイベントで、映画公開を記念したオリジナルノベルティ

グッズのプレゼント、メダルゲームのメダルを購入して応募

していただくキャンペーン、そしてオリジナル景品袋の配布

やキャラクター握手会などを開催しました。

“電ゲキ”フェアのキャンペーンには６万通もの応募があ

り、厳正な抽選の結果、特賞に当選された滋賀県と熊本県の

お客様のご自宅に、“仮面ライダー電王”と“ゲキレッド”が

訪問。大好きなヒーローとの対面に感激していました。 ©2006 円谷プロ・CBC

©2007 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

NAMCOLAND  アクアサーカス店
（千葉県八千代市　2007年12月中旬オープン予定）

NAMCOLAND  久世店
（岡山県真庭市　2007年12月下旬オープン予定）

「ゆめタウン久世店」に隣接。ファミリー層をメインター
ゲットとしたアミューズメント施設です。



ました。また、今後発売される期待

のゲームに贈られるフューチャー部

門では、バンダイナムコゲームスの

Xbox 360専用ソフト「エースコンバ

ット６ 解放への戦

火」と、PSP用ソ

フト「涼宮ハルヒの

約束」、それにバン

プレストのPS2専

用ソフト「スーパ

ーロボット大戦OG

外伝」が選ばれま

した。

（表示価格はすべて税込です。仕様・発売日・価格などは本紙発行時点の情報につき、変更になることもあります）
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㈱バンダイナムコゲームス（石川祝

男社長）と㈱バンプレスト（仲田 司

社長）が発売するゲームソフトが、

（社）コンピュータエンターテインメン

ト協会が主催する「日本ゲーム大賞」

や、（財）デジタルコンテンツ協会主催

の「デジタルコンテンツグランプリ」

で各賞を受賞しました。

「日本ゲーム大賞」では、年間作品

部門で、バンダイナムコゲームスの

PS3専用ソフト「ガンダム無双」が

優秀賞を、Xbox 360専用ソフト「ア

イドルマスター」が特別賞を受賞し

ワールドワイドで人気を博す
「鉄拳」の最新作が、この冬、
業務用ゲーム機として登場しま
す。最先端のCG技術と新基板、
HD対応の32インチ液晶パネル
の採用により、グラフィックが
大幅に向上したほか、魅力溢れ
る新キャラクターの追加やゲー
ムシステムの変更で、これまで以上に白熱した闘いが楽しめるようにな
りました。さらに水面ステージでは、東京大学で考案された流体力学の
計算技術を基に開発された「流体シミュレーションエンジン」を、プロ
メテック・ソフトウェア㈱との共同により世界で初めてゲームに導入する
ことに成功するなど、さまざまなチャレンジを行っています。

バンダイナムコグループのゲームソフトが
「日本ゲーム大賞」などで各賞を次々に受賞

人気のRPG「テイルズオブ」シリ
ーズの最新作「テイルズ オブ イノセ
ンス」が、ニンテンドーDSに登場。
躍動感溢れるアニメーション、世界
観を盛り上げるテーマソング、豪華
声優陣によるキャラクターボイスな
ど、「テイルズ オブ」シリーズならで
はの魅力をそのままに、新たな冒険
の扉が開きます。キャラクターデザインはいのまたむつみ氏、テーマソ
ングは人気女性シンガーKOKIAを起用しました。
本作のバトルシステムには、自由にフィールドを駆け回り、敵を空中に
打ち上げ、さらにコンボを繋げて敵を攻撃できる「ディメンションストラ
イド－リニアモーションバトルシステム」を新たに採用。これまで以上に
爽快感のあるバトルを楽しむことができるようになりました。また、キャ
ラクターや武器のカスタマイズも可能になり、プレイヤーは、オリジナ
ルのキャラクターを育成し、自分だけの武器を作り出すことができます。

ニンテンドーDS専用ソフト「テイルズ オブ イノセンス」

12月6日発売予定／6,090円　㈱バンダイナムコゲームス

業務用ゲーム機「鉄拳6」
今冬導入予定　㈱バンダイナムコゲームス

小説シリーズ累計400万部、DVDアニメシリー

ズ累計80万枚、コミックシリーズ100万部のセー

ルスを記録し大人気の「涼宮ハルヒ」シリーズが、

PSPとPS2のソフトとして登場します。

まず12月20日には、バンダイナムコゲームスが

PSP用ソフトとして、アニメ版と完全リンクしたオ

リジナルストーリーのアドベンチャーゲーム「涼宮

ハルヒの約束」を発売します。さまざまなイベント

に挑みながら、文化祭までに“あの映画”を完成さ

せます。また、今作では2Dで描かれたキャラクタ

ーの表情がリアルタイムで変化する「モーションポ

ートレート」を家庭用ゲームに初めて採用しました。

2008年１月31日には、バンプレストがPS2専用

ソフト「涼宮ハルヒの戸惑」を発売します。「涼宮

ハルヒ」が満足するゲームを製作するストーリーの

アドベンチャーゲームで、プレーヤーが製作したゲ

ームは最後に実際に遊ぶことが可能です。「涼宮ハ

ルヒ」シリーズは、グループ会社の㈱ランティスが

音楽パッケ

ージソフト

を発売して

おり、ゲー

ム・音楽の

両面から盛

り上げてい

きます。

「涼宮ハルヒ」のゲームソフトが
PSP、PS2両機種で登場

©いのまたむつみ　©2007 NBGI

©2006 谷川流・いとうのいぢ／SOS団　©2007 NBGI

©NBGI

隆

イ分 イ分 イ分

一方、「デジタルコンテンツグラン

プリ」では、バンダイナムコゲーム

スのPS3専用ソフト「ガンダム無双」

が優秀賞を受賞。昨年の業務用ゲー

ム機「機動戦士ガンダム 戦場の絆」

に続く２年連続受賞という快挙を成

し遂げました。

＜日本ゲーム大賞＞
◆年間作品部門優秀賞　「ガンダム無双」（PS3／BNG）
◆年間作品部門特別賞
「アイドルマスター」（Xbox 360／BNG）
◆フューチャー部門　
「エースコンバット6  解放への戦火」（Xbox 360／BNG）
「スーパーロボット大戦OG外伝」（PS2／BP）
「涼宮ハルヒの約束」（PSP／BNG）
＜デジタルコンテンツグランプリ＞
◆優秀賞 「ガンダム無双」（PS3／BNG）

※BNG：バンダイナムコゲームス、BP：バンプレスト

受

賞

作

品

PSP用ソフト「涼宮ハルヒの約束」

※今ページ掲載のゲーム画面は開発中のものです
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映像音楽コンテンツ・関連事業会社

ハピネット西日本ロジスティクスセンター
2008年1月より稼働

総合アニメサイト「.ANIME」

を運営する㈱アニメチャンネル

（藤川正之社長）は、㈱バンダイ

ナムコゲームスが10月23日に北

米で、11月１日に日本で発売し

たXbox 360専用ソフト「エー

スコンバット６ 解放への戦火」

の約４分間のフルトレーラー映

像を、10月10日より12月末まで

国内外で配信しています。これ

は「エースコンバット」のプロ

モーションの一環として実施し

ているもので、「.ANIME」で

はストリーミング配信を、iTunes  Store  Japan、

iTunes Store U.S.Aではダウンロード配信を行ってい

ます。また、「.ANIME」では配信開始にあわせ、「エー

スコンバット」特集ページを開設し、作品の魅力を紹介

するとともに、「エースコンバット６」や同ソフトのオリ

ジナルサウンドトラックの販売も実施しています。

バンダイビジュアル㈱（川城和実社長、東証１部）が

製作参加した映画「やじきた道中 てれすこ」が、11月10

日より全国公開されています。この映画は、日本人なら

だれでも知っている弥次喜多珍道中に、さまざまな落語

のネタをちりばめて新たな作品として誕生したものです。

弥次さんを演じるのは、46年ぶりに映画の主演を務める

歌舞伎俳優、18代目・中村勘三郎。喜多さんは名優・柄本

明がユニークな役どころを見事に演じています。そして、

ヒロインの花魁
おいらん

を小泉今日子が魅力的に演じるほか、藤

山直美、ラサール石井、間寛

平、國村準、笹野高史など豪

華キャストが勢ぞろい。監督

は「愛を乞う人」、「しゃべれ

ども しゃべれども」の平山秀

幸。珠玉のキャストとベテラ

ンのスタッフが集結し、達者

な芸と卓越した演出で魅せる、

“笑い”と“人情”が心に響く正

統派喜劇です。

「マクロス」シリーズの原点であり、SFアニメ史に金字塔を打ち
立てた最高傑作を、マクロス25周年記念としてプレミア仕様ボック
スで発売します。TVシリーズ全36話を35mmのマスターポジより
高画質変換したHDリマスター版です。特典ディスクには初回放送
時の第11話のほか、当
時のCMなど貴重な映像
を多数収録。スタッフイ
ンタビューや設定資料な
どを掲載した豪華ブック
レットも付属します。

DVD-BOX「超時空要塞マクロスメモリアルボックス」

©1982 ビックウエスト

10月にスタートしたガンダム
シリーズの最新作TVアニメーシ
ョン「機動戦士ガンダム00」の
DVD第1巻を1月25日に発売し
ます。制作はバンダイナムコグ
ループの㈱サンライズ。「鋼の錬
金術師」の水島精二が監督を務
め、シリーズ構成は「ハチミツ
とクローバー」の黒田洋介、キャラクターデザインは、カリスマ漫
画家の高河ゆんと「バジリスク」の千葉道徳が担当。初回特典には
24ページの解説書、毎回封入特典にはライナーノートが付属します。

DVD「機動戦士ガンダム00
ダブルオー

」
2008年1月25日発売／3,990円　バンダイビジュアル㈱

©創通・サンライズ・毎日放送

2008年2月22日発売予定（2009年2月21日までの期間限定生産）
39,900円　バンダイビジュアル㈱

㈱ハピネット（苗手一彦社長、東証1 部）は、関西、中

国、四国地方を主な配送エリアとする物流拠点として、

「ハピネット西日本ロジスティクスセンター」（以下：西日

本LC）を新設し、2008年1月より稼動を開始する予定

です。現在、ハピネットおよびハピネットグループの関

西地区の主な物流拠点は、大阪府茨木市内の複数の倉庫

に分散しており、また建物・設備の老朽化が進んでいます。

これらを2006年12月に竣工した「プロロジスパーク尼

崎」の5階に、新たに西日本LCとして集約・統合します。

西日本LCは、ワンフロア約4,000坪（車路部分を含む）

を有し、大型車両が直接、5階に乗り入れ可能なランプウ

ェイを2基備え

ています。こ

れにより商品

の上下搬送が

不要となり、作

業効率が向上。

今後の市場環

境に応じた柔

軟な対応が可

能となります。

©2007「てれすこ」講中

◆ハピネット西日本ロジスティクスセンター
住所：兵庫県尼崎市西向島町231-2

プロロジスパーク5階
面積：倉庫／バース　約3,350坪（約11,100㎡）

事務所　　　　約210坪（約700㎡）

「エースコンバット6」のフルトレーラー
映像を「.ANIME」で配信

豪華キャストによる正統派喜劇
「やじきた道中 てれすこ」好評公開中

©2007 NBGI
All trademarks and copyrights associ-
ated with the manufacturers, aircraft,
models, trade names, brands and visu-
al images depicted in this game are
the property of their respective own-
ers, and used with such permissions.
©日本スペースイメージング株式会社
©GeoEye
©INTA Spaceturk
©DigitalGlobe/日立ソフト



ウルトラセブンに登場したウルトラ警備
隊の特殊戦闘車両「ポインター」のクロス
バイクを、ウルトラセブン誕生40周年記念
商品として販売します。ポインターは、米
国の自動車メーカー・クライスラー社のクラ
イスラーインペリアルをベースに制作され
ていますが、今回も同様に、クライスラー
社のクロスバイクをベースにポインターデ
ザインの自転車を企画・開発、商品化しまし
た。誕生40周年記念にふさわしく、ウルト
ラ警備隊とクライスラーの夢のコラボレー
ションが実現した自転車です。
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（表示価格はすべて税込です。仕様・発売日・価格などは本紙発行時点の情報につき、変更になることもあります）

を繰り返し

たのが大変

でした。ま

た、この分

野の第一人

者である愛

知工業大学

の石垣尚男

教授に監修

していただ

いたので、

スポーツビジョンの名に恥じないようにし

っかりしたものを作ろうと常に心がけてい

ました。いろいろと苦労はありましたが、

コンセプトについては周りの感触も良かっ

たので、大筋でぶれることなくスムーズに

進みました。

今後手がけてみたいソフトは？

漠然としたイメージですが、ゲームに関

わることで自分自身を本当に成長させるこ

とができるものをやってみたいですね。

PortraitPortrait ニンテンドーDS専用ソフト「DS眼力トレーニング」の開発担当者

㈱バンダイナムコゲームス コンテンツ制作本部 第5制作ユニット 江 頭 規 雄

任天堂㈱より今年５月に、“見る力 トレー

ニングソフト”として発売されたニンテン

ドーDS専用ソフト「DS眼力トレーニング」

が大ヒット中です。さまざまなトレーニン

グを通じて、動体視力や眼球運動などの能力

を鍛えるこのソフトは、バンダイナムコゲ

ームスが企画開発を担当しています。今回

は開発担当者の江頭規雄に話を聞きました。

“眼力”に着目したきっかけは何ですか？

入社後、約５年間は業務用ゲーム機開発

部門でサッカーや空飛ぶ自転車、バイクなど

をモチーフにした体感型ゲーム機を主に開

発していました。その頃からスポーツビジ

ョン＊に興味を持っていまして、2005年の

夏頃にスポーツビジョンと関係したトレー

ニングソフトを作ってみてはどうかと思い

ついたのがきっかけです。とりあえず１か

月でボールを打つ簡単な試作品を制作し、当

時の副社長（現・バンダイナムコゲームス

の石川祝男社長）に見せたところ、面白い

から進めてみようということになりました。

任天堂さんとパートナーシップを組んだ

経緯を教えてください。

本格的な開発に着手する際と、開発がほ

ぼ終了する段階で任天堂さんにお見せした

のですが、当初からコンセプトを非常に気

に入っていただけていたようです。発売す

るにあたり、任天堂さんから脳トレなどで

培ったノウハウを加えることでさらに面白

くなるのではないか、というお申し出をい

ただき、その後、約４か月間にわたって両

社で最終的な開発の詰めを行い、任天堂ブ

ランドで発売することになりました。結果

として、眼の力を鍛えるというコンセプト

と、任天堂さんの誰でも遊びやすいという

ユーザーインターフェースがうまく融合で

きたと思っています。

開発にあたり苦労した点は？

時間的に大変だったのは、スポーツトレ

ーニングに活用する野球やボクシングなど、

さまざまな実写映像を短期間で撮らなけれ

ばならなかったことです。任天堂さんとの

最終的な開発の詰めも、他社のノウハウを

学べる機会になりましたが、ユーザーイン

ターフェースやトレーニング部分を多くの

人が迷わずトレーニングできるように修正

ウルトラセブン誕生40周年記念商品
クロスバイクTDF-PO-Ⅰ ポインター

1994年入社。業務用ゲーム開発部門か
ら2000年に家庭用ゲーム開発部門に異
動し、現在に至る。

受注受付／59,800円
受注受付中（予定数量になり次第受付終了予定）

バンダイネットワークス㈱

©1967 円谷プロ©鳥山明・バードスタジオ／集英社　©BANDAI NETWORKS

ターテインメント型総合ゲームサイ

トです。ドラゴンボールの世界観が

満喫できるゲームを通して、「仲間」

と協力する新感覚を味わうことがで

き、一人でも、仲間とでも楽しむこ

とができます。９月に開催された

「東京ゲームショウ2007」では、

NTTドコモのブースでこの「ドラ

ゴンボールアルティメットブラス

ト」のデモンストレーション展示が

行われ、注目を集めました。

＊スポーツビジョン：スポーツ視野学とも呼ばれ、
スポーツの上達と「眼の力」の関係を研究する学問

バンダイネットワークス㈱（大下

聡社長、JASDAQ）は、10月15日

よりiモード向けに、大人気コミッ

ク「ドラゴンボール」の公式ゲーム

サイト「ドラゴンボールモバイル」

（月額315円）の提供を開始しました。

このサイトは、ドラゴンボールを

題材とした対戦アクションゲーム

「ドラゴンボールアルティメットブ

ラスト」と、本格的なミニゲームや

コミュニティが楽しめる新しいエン

新感覚のエンターテインメント型総合ゲームサイト
「ドラゴンボールモバイル」をiモード向けに提供開始



――「たまごっちプラス」シリーズ

の新作が発売されました。

川口 11月に「いぇー！ふぁみりー

イロイロ！たまごっちプラス」を発

売しました。海外は来年１月以降、

北米・欧州・アジアで順次発売する予

定です。今回の新製品は、従来の通

信機能に加え、パソコンとの連動を

より深め、国内外の「たまごっち」

ユーザーとパソコンを介して一緒に

遊べるような機能も入っており、たま

ごっちの世界観がさらに広がると思

います。さらに、東京ドームにある

直営店「たまごっちデパート」と連

動して情報発信したり、12月には劇

場版「えいがでとーじょー！たまご

っち ドキドキ！うちゅーのまいごっ

ち!?」も公開され、年末に向けます

ます話題を盛り上げていきます。た

まごっちは、今後も息の長い商品・キ

ャラクターとして育成していきます。

プリキュア５ 鏡の国のミラクル大冒

険！」の公開や、データカードダス

の設置とも連動して盛り上げていく

つもりです。

――女児ホビーが順調ですね？

川口 「こなぷん」シリーズや「のり

まきまっきー」など、料理をテーマ

に子どもたちが自分で作る楽しさを

味わう商品が人気です。年末商戦に

向けても「いち・にっ・サンド！」な

ど新たな商品を投入する予定です。

これらのシリーズは、今後もライン

ナップを増やし、女児ホビーの大き

な柱にしていきたいと考えています。

――玩具市場の状況はどうですか？

川口 玩具市場全体は昨年ほど携帯

ゲーム機の影響を受けていませんが、

前年比95％前後で推移しています。

そんな中でバンダイの玩具部門は、

売上は前年並みを維持しています。

また商品ごとの利益率は向上してお

り、これは商品のアイテム数を売れ

筋に絞って営業力を集中させ、効率

化を図ってきた結果です。年末商戦

でも重点商品に絞り込み、メリハリ

のあるマーケティングを実施して目

標達成を目指します。販売店の皆さ

んも一般玩具に期待されており、

年末商戦はかなり期待できると考え

ています。

――バンダイ商品の動向を聞かせて

ください。

川口 男児キャラクター玩具では、

「仮面ライダー電王」が好調です。な

かでも、なりきり商品の「DXデン

オウベルト」は、仮面ライダーシリ

ーズの変身ベルトで史上最大の売上

となりそうです。年末商戦では、変

身ベルトと連動して遊べる「重回転

剣DXデンカメンソード」を発売し、

さらに拡大を図ります。また、定番

の戦隊シリーズの「獣拳戦隊ゲキレ

ンジャー」では、大型ロボット「獣

拳巨神DXサイダイオー」に期待し

ています。

――女児キャラクター玩具では？

川口 「Yes！プリキュア５」が市場

を引っ張っています。こちらも、なり

きり商品の「ピンキーキャッチュ」

や「ドリームトーチ」が年間を通じ

て好調です。年末商戦では、「いっし

ょに変身！メタモルフォーゼ！」に

期待しています。また、映画「Yes！

10 BANDAI NAMCO NEWS
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玩具業界にとって最大の商戦期である年末年始商戦が近づいてきました。今回

は㈱バンダイの川口 勝・取締役トイ事業政策担当に、玩具市場の状況と年末年

始商戦に向けた各事業部の動き、そして品質管理体制について聞きました。

業界のリーディングカンパニーとして
市場に活力を与える話題商品を作り出す

獣拳戦隊ゲキレンジャー
「獣拳巨神DXサイダイオー」

©ABC・東映アニメーション

仮面ライダー電王
「重回転剣DXデンカメンソード」

YES!プリキュア5
「いっしょに変身！メタモルフォーゼ！」

機動戦士ガンダム00
「1／60 ガンダムエクシア」

年末商戦期待の商材（一例）

©2007 テレビ朝日・東映AG・東映

©2007 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映　

©創通・サンライズ・毎日放送　



クタービジネスや菓子事業について

検討をしています。バンダイはこれ

まで玩具を中心に事業展開してきま

したが、我々が培ってきたキャラク

ターマーチャンダイジングのノウハ

ウを玩具以外の分野でも活かしてい

きたいと考えています。

――中国製玩具から有害物質が検出

されて社会問題となっていますが、

バンダイの品質管理体制について教

えてください。

川口 今年に入ってから中国製玩具

に対する安全性の問題が頻繁に報道

されています。当社は、日本玩具協

会が管理運営する自主規制基準であ

る「STマーク基準」の対象となる

玩具については、全てこの基準に適

合していますし、さらにこれを上回

る厳しい社内基準を設定して安全管

理を行っています。また、問題とな

った鉛の含有に対しては、重金属の

含有をX線で調べる検査装置を導入

しているほか、協力会社の皆さんを

対象に説明会を行ったり、工場の立

ち入り検査を大幅に増やすなど、製

品の安全管理を徹底して行っていま

す。品質管理についてはゴールはあ

りませんから、今後も常に見直しを

行いながら向上させていきたいと考

えています。

――年末年始商戦に向けての意気込

みを聞かせてください。

川口 バンダイにとって、年末年始

商戦は最大の商戦期です。それに向

――一般玩具でもヒット商品が出て

いますね？

川口 ９月末に発売した「∞
むげん

プチプチ」

が、おかげさまで初回生産分の30万

個がすぐに完売し、来年３月までの販

売目標を100万個から200万個に上方

修正しました。このほか、昆虫型のマ

イクロロボット「HEX
ヘ ク ス

BUG
バ グ

」や、11

月に発売した男性向けのインテリアホ

ビー商品「SPACEWARP
ス ペ ー ス ワ ー プ

desktop
デ ス ク ト ッ プ

」

も好評です。バンダイでは、こうした

幅広い年齢層をターゲットに、遊び心

をくすぐる商品も１つの柱として拡

大していきます。そのほかでは幼児

向けの「それいけ！アンパンマン」

の商材が好調で、年末商戦でも子供の

発育段階に応じて遊んでいただける

「からだすくすくコンサートDX」を

投入し、売上の拡大を目指します。

――プラモデルはどうですか？

川口 10月からTV放映が始まった

「機動戦士ガンダム 0 0
ダブルオー

」のプラモデ

ルを発売したところ、根強いファン

を中心に反応が良く、期待通りのス

タートを切ることができました。プ

ラモデルについては、低年齢層など

新たなユーザーを獲得するため、CM

などにも工夫を施しています。また、

最近は女性ファンも増えていますの

で、フィギュアなどこの層に向けた

新たな展開も検討しています。

――異業種とのコラボレーションが

さかんに行われていますね？

川口 11月に山崎製パンさんと「キン

肉マン」の肉まんと「ゲゲゲの鬼太郎」

の菓子パンを発売しました。また不

二家さんとは、ペコちゃんのキャラ

バンダイナムコホールディングスの株

主の皆様宛にお送りいたしました本紙の

前号（2007年９月号）に、弊社の広報

IR活動に対するアンケートを同封させ

ていただきましたところ、大変多くの方

からご返答をいただきました。この場を

借りて改めてお礼を申し上げます。現在、

集計と分析を行っており、今後、本紙の

内容を含め、広報IR活動の参考にさせ

ていただきたいと考えております。

さて、まもなくエンターテインメント

業界最大の山場である年末年始商戦を迎

えます。私たちの製品・サービスを通じ

て「夢・遊び・感動」をお届けするとと

もに、お客様からいただいたご意見を次

のエンターテインメント創造に活かすべ

く、グループ社員一丸となって取り組ん

で参ります。これからもよろしくお願い

いたします。

（経営管理部 広報IR担当）

株式会社バンダイ 取締役トイ事業政策担当 川 口 勝

編編編編 集集集集 後後後後 記記記記

厳しい品質基準を設け
安全管理を徹底して実施

けて万全を期するのは当然のことで

すが、単に売上や利益だけを目指す

のではなく、業界のリーディングカ

ンパニーとして、市場に活力を与え

るような話題商品をもっと作り上げ、

新たなブームを巻き起こし、玩具業

界全体を活性化させていくことが、

我々の使命だと考えています。

これからもバンダイのトイホビー

商品にご期待ください。

112007 December No.10

■川口
かわぐち

勝
まさる

取締役のプロフィール

＜経歴＞ 1960年11月2日生 神奈川県出身
83年3月　駒澤大学経済学部卒業
83年4月　㈱バンダイ入社
02年4月　執行役員ベンダー事業部ゼネラルマネージャー
05年4月　執行役員トイ事業統括部ゼネラルマネージャー
06年4月　取締役 流通政策担当 兼 トイ事業統括部 ボーイ

ズトイ事業部 ガールズトイ事業部 プレイトイ事
業部 ホビー事業部 管掌

06年6月　取締役 流通政策担当 兼 トイ事業統括部 生産・
技術支援部 ボーイズトイ事業部 ガールズトイ事
業部 プレイトイ事業部 ホビー事業部 ベンダー
事業部 カード事業部 キャンディ事業部 プロダ
クト保証部 管掌

07年6月　取締役 トイ事業政策担当 兼 トイ事業統括部 開
発設計部 ボーイズトイ事業部 ガールズトイ事
業部 プレイトイ事業部 ホビー事業部 キャ
ンディ事業部 プロダクト保証部 管掌に就任
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古紙配合率100％の再生紙と大豆インキ（SOYINK）を使用しています。

Close-up Products
（表示価格はすべて税込です。仕様・発売日・価格などは本紙発行時点の情報につき、変更になることもあります）

LITTLE JAMMER PRO.専用ゲストプレイヤー「美空ひばりジャズを唄う」
12月14日発売予定／23,100円（カートリッジ2本付属） ㈱バンダイ

「LITTLE JAMMER」シリーズの最上位
機種である「LITTLE

リ ト ル

JAMMER
ジ ャ マ ー

PRO
プ ロ

.
tuned
チューンド

by 
バ イ

KENWOOD
ケ ン ウ ッ ド

」（52,500円）
のゲストプレイヤーに、美空ひばりさんが
登場します。今年で生誕70周年を迎える
美空ひばりさんが、生前に歌われたヴォー
カルのライブ音源をリトルジャマー用にア
レンジして収録しました。
フィギュアは右手でリズムをとり、歌に
あわせてマイクを上下させたり、踊ってい
るように体の向きを左右に変えたり、お客
様を見渡すように顔の向きを変えるなど、
外見はもちろん、パフォーマンスも美空ひ
ばりさんのイメージを再現しています。カ

ートリッジには、JAZZ&STANDARDナ
ンバーの名曲から、美空ひばりさんのベス
トセレクションナンバーまでが揃う全17
曲と、実際のライブ中のおしゃべりまで収
録しており、ご自宅で美空ひばりさんのリ
サイタルを楽しむことができます。
これまでの「LITTLE JAMMER」シ
リーズのメイン購買層である40代～50代
の男性に加えて、50代以上の美空ひばり
さんファンの女性もターゲットとし、通信
販売（カタログ・インターネット）、百貨店、
大型ホビー店、大型書店などで販売します。
販売目標は、2008年12月までに2万台を
計画しています。

DVD-BOX「機動戦士ガンダム劇場版メモリアルボックス」

公開当時、社会現象まで起こした「機動
戦士ガンダム」劇場版3部作の「機動戦士
ガンダムⅠ」（81年公開）、「機動戦士ガン
ダムⅡ 哀・戦士編」（81年公開）、「機動戦
士ガンダムⅢ めぐりあい宇宙編」（82年
公開）を、劇場公開オリジナルの音声・高
画質HDプレミアムマスターでDVD化し、
豪華収納BOXにセットした「機動戦士ガ
ンダム　劇場版メモリアルボックス」が、
2008年6月30日までの期間限定生産で発
売されます。
劇場版3部作公開時のオリジナル音声

（モノラル）が、一切アレンジを加えるこ
となくそのまま収録されているほか、フィ

ルムスキャン方式に
よるHDプレミアムマ
スターを採用し、富
野由悠季総監督の監
修のもと、当時の鮮
やかな画質をよりハ
イクオリティに再現
しました。収納BOX
にはキャラクターデ
ザインの安彦良和氏が、封入特典のブック
レット表紙にはメカニカルデザインの大河
原邦男氏が、それぞれ新たに描き下ろした
イラストを使用。初回生産分には、劇場ア
イテム復刻版セットとして、DVDサイズ

プレイステーション2専用ソフト「SDガンダム ジージェネレーションスピリッツ」
11月29日発売予定／7,140円　㈱バンダイナムコゲームス

SDガンダムシリーズの中でも、ひとき
わ高い人気を誇るシミュレーションゲーム
「Gジェネ」シリーズ。その最新作「SD
ガンダム ジージェネレーションスピリッ
ツ」が、据え置き型プラットフォーム向け
としては3年ぶりにプレイステーション専
用2ソフトとして登場します。
本作は、ゲームシナリオを「一年戦争編」

「ジオン再興編」「次世代闘争編」と3部作
に分類することで、幅広い年齢層がいるガ
ンダムファンのニーズに対応。プレイヤー
は好きな時代背景を選択し、どの時代から
でもプレイができるため、ゲームの世界観
に誰でも入り込みやすくなっています。

そのほかにも、戦闘シーンだけでなく、
シナリオでの会話シーン、ナレーションな
ど5万種類以上のボイス（台詞）を新たに
収録し直したほか、アニメ化
されていない作品にもボイス
が収録され、「Gジェネ」シ
リーズでお馴染みの迫力の
CGムービーを多数収録する
など、コアなファンも満足で
きる内容となっています。
また、ゲームオリジナルの
オープニングテーマとエンデ
ィングテーマは、「機動戦士
Zガンダム」の主題歌などで

12月21日発売予定（2008年6月30日までの期間限定生産）／18,900円　バンダイビジュアル㈱

©BANDAI 2003
©ひばりプロダクション

のパンフレット3冊とポスターアーカイブ
スが封入されます。
ガンダムの映画を初めて見た時の感動が
再体験できる、極上のコレクションアイテ
ムです。

※この商品は、「LITTLE  JAMMER PRO.
tuned by KENWOOD」に接続して使用するゲ
ストプレイヤーです。この商品だけでは演奏をお
楽しみいただけません。

©創通・サンライズ

お馴染みの森口博子さんが担当。幅広いガ
ンダムファンを満足させるボリューム満点
のソフトとなっています。

©創通・サンライズ


