
――統合初年度が計画未達となった

ことについては？

須
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バンダイナムコグループはこのほ

ど、2006年4月よりスタートする

3か年の中期経営計画を策定しまし

た。今回は中期経営計画について、

㈱バンダイナムコホールディングス

の 須武男社長に聞きました。

――中期経営計画策定の前提となる

今期の業績見込みを教えてください。
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バンダイナムコグループ中期経営計画Management Eyes

08年度目標

＜中期計数計画＞

ROE

ROA

営業利益

売上高

（単位：億円）05年度見込み 06年度目標 07年度目標

当期純利益

2006年3月期通期見込み（2005年4月～2006年3月）

経常利益（単位：百万円）

増減率

売上高

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。

増減額（B－A）

今回修正予想（B）

前回予想（A）

当期純利益経常利益（単位：百万円） 売上高

2006年3月期第3四半期実績（2005年4月～12月）

株式会社バンダイナムコホールディングス
代表取締役社長　 須 武 男
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――ポートフォリオ経営の強化のた

めの経営戦略とは？

須

事業サポート
インキュベーション

バンダイロジパル

バナレックス

ナムコサポーターズ

ナムコエコロテック

ナムコトレーディング
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――中期計画の方向性・テーマを教

えてください。

須

――ポートフォリオ経営とは？

須

――人材戦略は重要な鍵ですね？

須

Management Eyes

主
幹

主
幹

主
幹

主
幹

主
幹

経営戦略委員会
グループ事業報告会
CSR委員会
内部統制委員会
わいがや会

グループ横断会議

環境プロジェクト

ライツ連絡会議

シェアードサービス協議会

キャラクター戦略会議

映像音楽コンテンツ+
ネットワーク SBU会議

コンテンツ戦略会議

クロス・エンター
テインメント会議

戦略ビジネスユニット

バンダイナムコホールディングス

2006年3月時点のグループ組織図

2005年
9月29日 ㈱バンダイナムコホールディングス設立
12月1日 バンダイとナムコの関係会社管理業務の

一部と上場投資有価証券管理業務をバン
ダイナムコホールディングスへ吸収分割

2006年
1月2日　米国地域統括会社NAMCO BANDAI

Holdings（USA）Inc.設立
米国のゲーム事業を統合しNAMCO
BANDAI Games America Inc.設立

1月31日 ㈱バンダイロジパルを完全子会社化
3月31日 国内のゲーム事業を統合し、㈱バンダイ

ナムコゲームス設立
現・ナムコからアミューズメント施設運営
事業を新設分割し、新生・㈱ナムコ設立

6月1日　㈱バンプレストを完全子会社化（予定）

グループ経営再編の歩み

関連事業グループ
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ポートフォリオ経営の強化・充実・拡大

持株会社 戦略ビジネスユニット

Area（地域）ポートフォリオ

Contents
（コンテンツ）
ポートフォリオ

Business
（事業）

ポートフォリオ

経営
戦略

事業
戦略

＜ 経 営 戦 略 ＞

【1】コーポレートガバナンスの強化

【2】人的資源の有効活用

【3】最適な経営体制の構築

事業・地域・コンテンツがスパイラル
効果を発揮するポートフォリオ経営を推進

●

●

●

●

最大の資源であり
成長のエンジンは社員

ポートフォリオ
スパイラル
ポートフォリオ
スパイラル
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――最適な経営体制の構築に向けて

どのような再編をするのですか？

須

――グループ組織体制は？

須

バンダイナムコグループ中期経営計画

コンテンツ創出・取得

キャラクターマーチャンダイジング 幅広い事業ドメイン ロケーション
キャラクターを
プロデュースする力 国内外商品配荷力

グローバル展開
北米・欧州・アジア

テクノロジー
ゲーム開発テクノロジー

映像音楽
コンテンツ

タテに深耕する

優良なコンテンツの
創出・取得・育成

ヨコに水平展開

新カテゴリー開拓による拡張
新ドメインへの進出

メンを広げる

空間演出力の強化
顧客接点のさらなる拡張

コンテンツ育成

既存ドメインの強化

新規ドメインへの進出

顧客接点の拡張

パートナー各社との取り組み強化

コンテンツ戦略 ドメイン戦略 チャネル戦略

――事業戦略の施策は？

須

――エンターテインメント・ハブ構

想の中核となるのは？

須

事業戦略① 「エンターテインメント・ハブ構想」の推進

戦略

ネット
ワーク

ゲーム
コンテンツ

アミューズ
メント施設

トイ
ホビー

エンターテインメント・ハブ
の強化・拡大を図る
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――海外事業の強化についてはどの

ような戦略で臨むのですか？

須

Management Eyes

――国内の組織再編を行うSBUで

はどのような戦略を推進しますか？

須

マネージメント体制

地域統括による経営資源配分・監督

Toys & Hobby S B U

Amusement Facility S B U

Game Contents S B U

Network S B U

Visual & Music Content S B U

日本モデルに近い組織

複数国への対応組織

製販分離とマーケット拡張

●NAMCO BANDAI Holdings（USA）
Inc.の設立

●BANDAI S.A.、NAMCO EUROPE
LTD.を中心

●2006年度中にゲーム事業会社を新設予定

●2006年1月 バンダイアジア（販売機能）
設立

●2006夏 バンダイ広州（販売機能）設立

事業戦略②　海外事業の強化

バンダイナムコホールディングス

地域統括

米国地域

欧州地域

アジア地域

＜米国地域の体制＞

NAMCO BANDAI Holdings（USA）Inc.
代表者　代表取締役社長（CEO）角田良平
事　業　北米地域の地域戦略の推進

北米地域の事業会社の経営指導・支援など
◆トイホビーSBU
Bandai America Inc.
代表者 代表取締役会長（CEO）辻雅明

代表取締役社長（COO）大松章道
事　業 玩具などの販売
◆アミューズメント施設SBU
NAMCO CYBERTAINMENT INC.
代表者 代表取締役社長（CEO）Kevin Hayes
事　業 アミューズメント施設の運営
◆ゲームコンテンツSBU
NAMCO BANDAI Games America Inc.
代表者 代表取締役社長（CEO）伊藤元一
事　業 家庭用ゲームソフトの開発・販売
NAMCO AMERICA INC.
代表者 代表取締役社長（CEO）Kevin Hayes
事　業 業務用機器の販売
NAMCO NETWORKS AMERICA INC.
代表者 代表取締役社長（CEO）久恒健嗣
事　業 モバイルコンテンツの開発・配信
◆映像音楽コンテンツSBU
Bandai Entertainment Inc.
代表者 代表取締役社長（CEO）彌富健一　
事　業 映像ソフトの企画・制作・販売・版権管理

海外は地域統括による経営資源の適性配分と
各SBUの水平展開で事業を拡大

「統合による真のシナジー効果を出していく」
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バンダイとナムコの経営統合を記念してグ
ループの全社員を対象に懸賞論文を募集した
ところ、グループシナジーが最大限発揮でき
るようなアイデアや、新しい事業・業務改革
についての提案など2,500件を超える応募
がありました。その中から斬新な優秀作品
10点を選び、昨年末にプレゼンテーション
による最終審査を行いました。作品はバンダ
イとナムコの混合チームなど、会社を超えた
チームも多く、シナジー効果を発揮した熱い
プレゼンテーションとなりました。グループ
各社の役員などによる審査により、両社の資
産とノウハウを融合した新規事業など４作品
がグランプリを受賞しました。これらの作品
は、今後、具体的な事業化を目指します。

経営統合記念懸賞論文の優秀作決定
バンダイナ
ムコホールデ
ィングスは、
テイラーメイ
ドゴルフ㈱、
キャノン㈱な
どとともに、
女子プロゴルファーの諸見里しのぶ選手とス
ポンサー契約を締結し、１月10日に全日空
ホテルで合同発表会を開催しました。諸見里
プロは海外でも大きな活躍が期待されてお
り、「世界で最も期待されるエンターテイン
メント企業グループ」をビジョンとして掲げ
ているバンダイナムコグループと通じ合うも
のがあることから、今回、スポンサードを行
うことになりました。この契約により、諸見
里プロは各大会でバンダイナムコグループの
ロゴが入ったキャップを使用するほか、当社
グループが展開する各種プロモーション活動
などに協力する予定です。発表会に出席した
バンダイナムコホールディングスの 須武男
社長は、「諸見里プロを応援することで、世
界の人びとに夢や感動を提供したい」とメッ
セージを送りました。

女子プロゴルファーの諸見里選手を応援

バンダイナムコグループ中期経営計画

――そのほかのSBUの戦略は？

須

――最後に中期計画にかける意気込

みをお願いします。

須

◆株式会社バンダイナムコホールディングス
（6月26日開催予定の株主総会後）

代表取締役社長　　 須武男　　　
取締役　　　　　　橘　正裕

早川正篤
田中慶治
仙田潤路
上野和典（非常勤）
石川祝男（非常勤）
東　純　（非常勤）
米　正剛（社外）
一條和生（社外）

◆株式会社バンダイ（4月1日付）
代表取締役社長　　上野和典
代表取締役副社長　柴崎　誠
常務取締役　　　　田口三昭

本田耕一
取締役　　　　　　本郷武一

五十嵐正治
川口　勝
福田祐介
松永真理（社外）

取締役人事取締役人事
◆株式会社ナムコ

（新設分割実施後の新生ナムコ、3月31日付）
取締役会長　　　　中村雅哉※

代表取締役社長　　東　純
取締役　　　　　　東　啓二
＊アミューズメント施設の企画運営など

◆株式会社バンダイナムコゲームス（4月1日付）
取締役会長　　　　中村雅哉※

代表取締役社長　　石川祝男
代表取締役副社長　鵜之澤伸
取締役　　　　　　竹内哲郎

東海林隆
浅見和夫
清嶋一哉
浅古有寿

＊家庭用ゲームコンテンツの企画開発販売
業務用ゲーム機器の企画開発販売
モバイルコンテンツの企画開発販売など

石川祝男（いしかわしゅくお）
1955年4月15日生 山口県出身
78年4月　㈱ナムコ入社
95年6月　取締役第二開発部門担当
99年6月　常務取締役研究開発生産管掌
02年5月　常務取締役AMカンパニープレジデント
05年4月　代表取締役副社長　コンテンツ事業管掌
06年4月　㈱バンダイナムコゲームス

代表取締役社長就任予定

東 純（ひがし じゅん）
1953年4月18日生 京都府出身
76年4月　㈱ナムコ入社
91年6月　取締役営業企画部長
02年5月　常務執行役員 ETカンパニープレジデント
04年4月　専務執行役員ETカンパニープレジデント
04年6月　取締役ETカンパニープレジデント
05年4月　代表取締役副社長 ロケーション事業管掌

兼 ETカンパニープレジデント
06年3月　㈱ナムコ（新生）代表取締役社長就任予定

新社長の略歴

※現バンダイナムコホールディングス取締役会長の 木九四郎は、6月1日付
で㈱ナムコと㈱バンダイナムコゲームスの取締役会長に就任予定です。
※中村雅哉は6月1日開催予定の株主総会終結時をもって㈱ナムコと㈱バン
ダイナムコゲームスの取締役を退任し、両社の名誉相談役に就任予定です。
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News Topics

静岡市にオープンしたバンダイの新生産拠点

ナムコが接客力の向上を目指した
「スマイルコンテスト」開催

絵本の主人公「みのりちゃん」

ナムコ初のオリジナル絵本
「みのりちゃんのすてきなおうち」発売

住所：静岡市葵区長沼500-12
JR東海道線 東静岡駅徒歩８分
静岡鉄道 長沼駅徒歩0分

敷地面積：12,260.86㎡
建物面積： 5,025.44㎡

バンダイの新生産拠点がオープン
地球環境との共生などをテーマに建設

©2006 NAMCO LTD.,ALL RIGHTS RESERVED.

（ ）



バンダイ新キャラ情報

グループ会社のニュース

新番組「ふたりはプリキュアSplashStar」（ABC・テレビ朝日系／

毎週日曜朝8：30～）で、主人公の日向咲と美翔舞が使用する変身ア

イテムです。今度のコミューンは

カードを２枚同時にスラッシュす

るミックススピンが特徴。番組に

登場するフラッピ＆チョッピのお

ねだりに応じて、２枚のカードを

組み合わせてごはんやアイテムを

あげたりするお世話遊びや、赤外

線通信機能でお友達のコミューン

との通信遊びも楽しめます。

ミックスコミューン

仮面ライダー生誕35周年記念作品として１月から放送が始まった新番

組「仮面ライダーカブト」（テレビ朝日系／毎週日曜朝8：00～）は、昆虫

がモチーフ。バイクに乗り、ベルトで変

身し、ライダーキックで敵にとどめを刺

す最強ライダーです。そのメインアイテ

ムとなるのが「変身ベルトDXカブトゼ

クター」。仮面ライダーカブトの変身プ

ロセスである「変身→キャストオフ→ラ

イダーキック」を15種類のサウンドと

７つのLEDで再現します。

仮面ライダーカブト「変身ベルトDXカブトゼクター」
発売中／4,725円　㈱バンダイ

©2006石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

1984年に業務用、85年に家庭用で発売されたアクションゲーム「ドル

アーガの塔」の世界観を受け継ぐ業務用多人数型アクションRPG。画面に

直接タッチしてキャラクターを動

かすシンプルな操作で、多数のク

エストやストーリーを楽しむこと

ができます。全国の設置店をネッ

トワークで接続し、最大４人まで

のパーティープレイに対応。IC

カードにプレイデータやアイテム

情報を記録することで継続したプ

レイも可能です。

ドルアーガ オンライン ザ・ストーリー・オブ・オーン
３月導入／１プレー200円 コンティニュー100円（出荷時設定） ㈱ナムコ

ニンテンドーDSの２つの画面を使って遊ぶ新感覚の「まちがいさがし」

ゲームです。基本ルールは制限時間10秒

以内に２つの画面に表示される絵からまち

がいを見つけ出し、タッチペンで○するだ

け。スクラッチのように画面をこすって絵

を表示させてから探すものや、画面に息を

吹きかけて落ち葉を舞い上げ、絵が見える

うちに探すものなど、バラエティー豊かな

ステージも多数収録。また正解数によって

直感力・集中力・認識力・判断力・記憶力を

総合した“右脳指数”も測定されます。

DS専用ソフト「右脳の達人爽解！まちがいミュージアム」
発売中／3,990円　㈱ナムコ

©2005 NAMCO LTD., ALL RIGHTS RESERVED.

（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）

「名古屋デザートフォレスト」
今春オープン

©1984,1989,2004 NAMCO LTD.,ALL RIGHTS RESERVED.

ABC・テレビ朝日系
毎週日曜朝8：30～

「

テレビ朝日系／毎週日曜朝8：00～

轟轟
ゴウゴウ

戦隊ボウケンジャー

ふたりはプリキュアSplashStar

テレビ朝日系
毎週日曜朝7：30～

発売中／3,675円 ㈱バンダイ

©ABC・東映アニメーション

72006 March No.3

名古屋デザートフォレストイメージ図

©ABC・東映アニメーション

©2006石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

©2006テレビ朝日・東映AG・東映

仮面ライダーカブト



8 BANDAI NAMCO NEWS

バンダイビジュアルUSAが
北米向けDVD第1弾を4月に発売

News Topics

©サンライズ　©創通エージェンシー・サンライズ
©創通エージェンシー・サンライズ・毎日放送

バンダイビジュアルUSAの概要

英文名　BANDAI VISUAL USA INC.
所在地　米国カリフォルニア州
設立日　2005年１月５日
資本金　100万USドル
代表者　今野 達則（バンダイビジュ

アル㈱取締役）
事　業 北米地域における映像コンテ

ンツのライセンス代理営業、
マーケティング等

©HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TFC

ガンダム専用サイト「ガンダム on フレッツ」
紹介ページ：http://gundam-on-flets.jp

PATLABOR THE MOVIE LIMITED COLLECTOR'S EDITION
本編DVD、メイキングなどを収録した特典DVDの２枚組に加え、キャラクター・作品の解説や製作スタッフのイン
タビューなどを掲載した解説書、300ページに及ぶ絵コンテ（英訳）の４点を新たにデザインした特製BOXに収納

バンダイビジュアルが東証一部銘柄に指定

ガンダムのシリーズ第1作を
ブロードバンドで配信

バンダイビジュアルの沿革

1983年8月　映像パッケージソフトの販売を目的
に㈱エィ・イー企画を設立　

1991年8月　バンダイビジュアル㈱に商号変更
1992年10月　㈱バンダイのメディア事業部の営業

を譲受
2001年11月　JASDAQ市場上場
2003年12月　東京証券取引所第二部上場
2004年9月　本社を東京都港区東新橋に移転
2006年2月　東京証券取引所第一部上場バンダイビジュアルの株主優待対象商品の一部



2005年の第62回ベネチア国際映画祭のコンペティショ

ン部門にサプライズ出品され、世界中の注目を集めた北野

武監督の最新作です。

１作ごとに映像作家とし

ての新境地を切り開いて

きた北野監督が、「10年

以上温めてきた本当に撮

りたかったもの」と言う

本作では、監督をはじめ

出演者のほとんどが二役

以上を演じ、虚構と現実

が錯綜する斬新な映像を

作り上げています。初回

生産分はピクチャーレー

ベル仕様で、ポストカー

ドが封入されています。

1979年に「週刊少年ジャンプ」に連載されて以来、今

なお多くのファンから支持されている「キン肉マン」が、

業務用ゲームで登場します。主人公のキン肉マンをはじめ、

「テリーマン」などお馴染みの超人たちを操作して闘う格

闘対戦ゲーム

です。試合中

に溜まる「テ

ンションゲー

ジ」を消費し

て、「キン肉バ

スター」など

の必殺技を繰

り出すことが

できます。

劇場版「機動戦士ガ

ンダム～めぐりあい宇

宙編～」を題材にした

携帯電話向け3Dシュー

ティングゲームです。

NTTドコモの最新携

帯端末P902 i専用の

機能で、外部メモリー

のSDカードにゲーム

データなどが保存でき

る“SDバインディン

グ”機能を使うことで、これまで以上に大容量のデータア

プリが扱えるようになり、重厚で綺麗な３Dグラフィック

のガンダムが従来以上にダイナミックに動きます。また携

帯電話向けゲームでは初めとなる主人公“アムロ・レイの

声”も収録されています。

機動戦士ガンダム 3Ｄめぐりあい宇宙編
配信中／月額315円　バンダイネットワークス㈱

キン肉マン マッスルグランプリ
３月より順次稼動　㈱バンプレスト

DVD「TAKESHIS'」
４月７日／3,990円　バンダイビジュアル㈱

グループ会社のニュース

©創通エージェンシー・サンライズ
©BANDAI NETWORKS

バンプレストが新規事業開拓の一環として
メイクショップ「Sugu Sugu」オープン

©2005 バンダイビジュアルTOKYO FM 
電通テレビ朝日／オフィス北野

（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）

©ゆでたまご／集英社・東映アニメーション
©ゆでたまご／集英社・東映アニメーション・テレビ東京

©BANPRESTO 2005

クイックメイクショップ「Sugu Sugu」

©ジーベック／ナデジコ製作委員会
©創通エージェンシー・サンライズ　

©ダイナミック企画　©東映　
©BANPRESTO ©BANDAI NETWORKS

所在地／東京都中央区八重洲2－1八重洲地下街中3号
営業時間／10：00～20：00
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バンダイネットワークスとバンプレストが
携帯電話向けサービスを共同で実施



「超じんせーエンジョイ！たまごっちプラス」 ©BANDAI・WiZ 2004

――「データカードダス」との連動

も決定していますね？

本郷
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Business Angle

PortraitPortrait

たまごっちが玩具本体以外でも大ヒット
息の長いキャラクターとして定着を図る

バンダイの「たまごっちプラス」シリーズが、小学校中低学年の女児を

中心に大人気となっています。関連商品も多方面にわたって展開がスタ

ートし、人気が拡大しています。

今回は「たまごっちプラス」シリーズの戦略全般を統括しているバンダイ

のチーフたまごっちオフィサー（CTO）の本郷武一取締役に、現在の状

況と今後の計画、そしてバンダイの開発・生産政策について聞きました。

――「たまごっちプラス」シリーズが

人気を集めている要因は何ですか？

本郷

――ゲームコンテンツも好調ですね？

本郷

――第3弾「超じんせーエンジョイ!

たまごっちプラス」の特徴は？

本郷

PS2専用ソフト「テイルズオブジアビス」のプロデューサー
㈱ナムコ CT戦略開発室 吉積　信

1988年入社。
「最近、うちの子供が
私が手がけたゲームを
やるようになりまし
た。バトルなど勝負の
ときは、プロデューサ
ーとしての威信をか
け、つい本気になって
しまいます」（本人談）

©藤島康介　
©2005 NAMCO LTD.

ナムコの人気RPGゲーム「テイルズ
オブ」シリーズの10周年記念タイトルと
して、昨年12月に「テイルズオブジアビ
ス」（以下アビス）を発売しましたが、発
売１か月半で55万本を販売するヒットタ
イトルとなっています。今回は「テイルズ
オブ」シリーズのナムコの吉積 信プロデ
ューサーに話を聞きました。
Qプロデューサーの役割は？
A タイトルの企画・開発・生産・販売までの
すべての決定権を持ち、責任を負います。
アビスで言えば、開発期間の２年余にわた
り、最も人数の多い時で70名以上のスタ
ッフを統括し、よりクオリティの高い作品
へとまとめていく役割を担ってきました。
Q開発畑出身ではないそうですね？
A ナムコのプロデューサーでは比較的珍し
いタイプですが、入社してから営業を６年、
宣伝を７年担当しました。私はタイトルを

制作するときに、独り善がりにならず、常
にお客様を意識することをモットーにして
いますが、これは売る仕事、伝える仕事を
してきた経験があったからこそだと感じて
います。
Q10周年で特別に何か意識したことは？
A シリーズ作品はアビスに限らず、前作に
何かをプラスし、より面白いもの、感動で
きるものにしようと常に意識しています。
とくに今回は、集大成として、今できる最
大限のことをやろうという意気込みで臨み
ましたので、開発は今まで以上に時間との
戦いでした。キャラクターの設定、ストー
リー、音楽などのすべてに対して、ゲーム
というよりも、TVドラマで言えば２クール
ぐらいを制作するつもりで取り組みました。
キャラクターについては、彼らの今に至る
過程などの背景についても緻密に設定して
います。またテーマソングの「カルマ」は、

アビスの物語性に合うだろうということで、
人気バンドの「BUMP OF CHICKEN」
にお願いしました。おかげさまでアビスが
受け入れられたのは、世界観やストーリー
のドラマチックさ、キャラクターの個性の
豊かさなど、単なるゲームではない奥深さ
が支持されたのものだと思っています。
Qこれからチャレンジしてみたいことは？
A 今後バンダイとゲーム事業が統合するこ
とで、可能性はもっと広がると思います。
個人的には「テイルズオブ」シリーズ以外
にも、女性や女児をターゲットにしたゲー
ムなどを開発してみたいですね。



――ナムコとの連携は？

本郷

――他社とのコラボレーションは？

本郷

――たまごっちの今後の展開は？

本郷

――バンダイで開発・生産政策を担当

していますが、このミッションを教

えてください。

本郷

�

（経営管理部 広報IR担当）

株式会社バンダイ　取締役　チーフたまごっちオフィサー 本 郷 武 一

編編編編 集集集集 後後後後 記記記記

今後も期待を裏切らない
商品を発売し続ける
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データカードダス「たまごっちカップ」

1955年1月11日生まれ
78年3月　武蔵野美術大学造形学部卒業
78年3月　㈱バンダイ入社
98年4月　トイ第一事業部部長
00年4月　キャラクタートイ事業部

デピュティゼネラルマネージャー
02年4月　執行役員キャラクタートイ事業部

ゼネラルマネージャー
03年6月　取締役グループ生産政策担当 兼

キャラクタートイ事業部
ゼネラルマネージャー 兼 CS部管掌

04年4月　取締役グループ開発生産政策担当 兼
チーフたまごっちオフィサー

05年6月　取締役グループ開発生産政策担当
グループメディア政策担当 兼
チーフたまごっちオフィサー（CTO）兼
バンダイミュージアムチーフオフィサー兼
メディア部 インキュベーションセンター
（技術開発室）管掌 兼
グループ生産プロジェクトリーダー

（実際の商品とは一部仕様が異なる可能性があります）
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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。

轟轟
ゴウゴウ

戦隊ボウケンジャー「轟轟合体DXダイボウケン」 発売中／5,775円　㈱バンダイ

ゴウゴウ

Close-up Products

©2006テレビ朝日・東映AG・東映

Xbox 360専用ソフト「LoveFOOTBALL 青き戦士たちの軌跡」 今春発売予定／価格未定　㈱ナムコ

劇場版「機動戦士ZガンダムⅢ－星の鼓動は愛－」 公開中　バンダイビジュアル㈱

ゼータ

（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）

© 2005 NAMCO LTD., ALL RIGHTS RESERVED.
“Pelias”,“adidas”,the adidas logo, the trigon logo and 

the 3-Stripes mark are registered trade marks which are owned 
by the adidas-Salomon Group,used with permission. 
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