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バンダイナムコグループの次期中期経営計画へ向けて
Top Message
次期中期経営計画に向け組織再編を機動的に実施
バンダイナムコゲームスとバンダイネットワークスを統合
―― 第１四半期の業績はいかがでし

ゲームスとバンダイネットワークス

たか？

がそれぞれの強みを生かして展開し

須 2008年度の第１四半期実績は

ています。しかし、技術進歩などの

前年同期比では下回りましたが、概

環境変化が激しくグローバル規模で

ね計画通りに推移しました。これは

の競争が厳しい市場において事業を

重点商品や戦略商品の投入が第２四

更に成長させるためには、両社のリ

半期以降の特に下期に集中している

ソースや強みを有効活用し相乗効果

ためで、年間の計数目標達成のため

と総合力を発揮することが必要だと

全力で取り組んで行きます（詳細は

判断しました。

４ページをご覧下さい）
。

これは来年４月にスタートする次

――このたび発表したバンダイナムコ

期中期経営計画を最適な体制でスタ

ゲームスとバンダイネットワークス

ートさせるためのものです。次期中

の統合の目的を聞かせてください。

期経営計画においては、玩具などの

須 2009年4月1日付でバンダイナ

モノビジネス、ゲーム機や携帯電話

ムコゲームスとバンダイネットワー

などプラットフォームにコンテンツ

クスの２社を、両社が行う携帯電話

を提供するビジネス、施設を運営す

向けコンテンツ配信などネットワー

るロケーションビジネス、そしてア

パニーとして一つになり、有料会員

ク事業の統合を目的に、バンダイナ

ニメーションなどビジネスの源を創

数 4 6 0 万人以上を誇る携帯電話向け

ムコゲームスを存続会社とし、バン

出するビジネスという体制で事業を

コンテンツプロバイダーとして総合

ダイネットワークスを消滅会社とす

展開していきたいと考えております。

力を強化するとともに、異なる強み

統合により総合力強化と
新コンテンツ創出に期待

の融合により今までにない新たなコ

―― 両社の統合以降はどのような形

―― グループの組織再編の動きが活

で事業展開を行うのでしょうか？

発ですね。

る吸収合併を行う予定です。現在、
携帯電話向けコンテンツ配信などの
ネットワーク事業はバンダイナムコ
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代表取締役社長
須 武 男
（於：㈱バンダイナムコゲームス本社）

イ分

須

バンダイナムコゲームスは、

イ分

イ分

ンテンツや事業の創出も期待できる
と考えています。ぜひご期待下さい。

須 変化の激しいエンターテインメ

家庭用ゲームソフト、業務用ゲーム

ント市場においてスピーディに対応

機、携帯電話それぞれのプラットフ

するためには、機動的な組織再編が

ォームに向け自社の技術開発力を生

必要です。このほかにも2008年7月

イ分

イ分

イ分

かしコンテンツを有効活用していく

に米国地域における映像音楽コンテン

ことを強みとしています。一方バン

ツ事業の成長戦略の一環として、事業

ダイネットワークスは、携帯電話向

をBANDAI ENTERTAINMENT

けコンテンツ配信と技術ソリューシ

INC.に集約し、BANDAI VISUAL

ョンの提供を核に E コマースなどの

USA INC.を9月末日までに清算する

事業を複合的に展開することを強み

こととしました。バンダイナムコグ

としています。統合後はバンダイナ

ループでは今後も常に最適な組織を

ムコゲームスに新たに設置するカン

追求していきます。 （次ページに続く）
2008 September No.13

1

Top Message
重点商品や戦略商品が集中する下期に向け
各SBUでさまざまな取組みを実施
――各SBUの状況はいかがですか？

行を見据えた世界同時展開

須 トイホビー事業では国内で「炎

に向けて準備を行っていま

神戦隊ゴーオンジャー」や「Yes！プ

す。また10月から「機動戦

リキュア5GoGo！」などの定番キャ

士ガンダム 0 0 」セカンドシ

ダブルオー
ベンテン

ラクターが、海外では「BEN10 」な

ーズンの放映がスタートしま

どのキャラクターが好調です。今後

すので、各SBUと連動し盛

アニメーションと連動させたトレー

り上げを図っていきたいと思います。

ディングカードゲーム「Battle Spirits」

――株主総会についての感想は？

など新たなキャラクターや商品を積
極的に導入していく計画です。

6月23日に開催された定時株主総会の模様

須 東純取締役は、ナムコで培っ
た経営体験を活かして、トータルな

須 私は常々、バンダイやナムコと

見地からナムコの経営をサポートす

いう視点ではなく、バンダイナムコを

るとともに、バンダイネットワーク

イ分

イ分

イ分

アミューズメント施設事業は、ガ

どうするかが大切であり、それぞれ

スとバンダイビジュアルの非常勤取

ソリン高の影響などで国内の既存店

の良さを融和させることで新しい文

締役として経営に参画してもらいま

で厳しい状況が続く一方、一部国内

化、新しい会社を創っていこうと社

す。大津修二取締役は、経営管理や

店舗を閉鎖し収益性向上に向け効率

員に呼びかけています。それが株主

財務分野、海外事業において能力を

化を推進しています。今後は夏休み

の皆様の質問や応援のお言葉からも

発揮してほしいと思っています。福

に実施したポケモンの映画と連動し

伝わり、新たなバンダイナムコグル

田祐介取締役はバンダイの社長室や

たキャンペーンのように、バンダイ

ープとして非常に応援していただい

事業部門の経験を活かし、経営企画

ナムコグループならではの取組みや

ているということを強く感じました。

や経営戦略の面での活躍を期待して

施設を推進します。

―― 今回の株主総会の決議を経てバ

います。また、５人の非常勤取締役

ゲームコンテンツ事業では、７月下

ンダイナムコホールディングスの役

は各SBUの社長ですから、それぞれ

旬に家庭用ゲームソフトの「ソウル

員体制が変わりました。各取締役の

の事業計画を達成することが最大の

キャリバーⅣ」が世界同時発売され

ミッションを教えてください。

ミッションとなります。

イ分

イ分

イ分

ました。今ソフトはルーカスアーツ
社とコラボレートし、
「スター・ウォ
ーズ」の人気キャラクターが登場す
るのですが、ワールドワイドで約180

「海外売上比率50％」達成のため
発想を転換し強い意思で戦略を推進

万本を初回出荷し、発売約１週間で

―― 次期中期経営計画の基本的な骨

だけでは海外比率を大きく伸ばすこ

販売本数 2 0 0 万本を突破しました。

子は固まりつつあるのですか？

とは難しいのです。我々の扱うエン

業務用ゲーム機では大型メダル機

須 次期中期経営計画では、我々

ターテインメントはその国や地域の

「海物語ラッキーマリンシアター」の

が長期的な目標として掲げている

文化そのものであり、日本発のコン

設置が始まっており、アミューズメ

「売上高１兆円」
「営業利益1,000億円」

テンツや文化が海外でそのまま100％

ント施設との相乗効果に期待したい

「海外売上比率50％」を達成するため

受け入れられるとは限らないからで

と思います。

イ分

イ分

イ分

の具体的な方針を示したいと思って

す。海外の売上比率を高めるために

ネットワーク事業では、ガンダム

います。現在、約25％の海外売上比

は、海外発のコンテンツを海外で販

公式ゲームなどのモバイルゲームコ

率を50％に上げるということは、相

売するというビジネスも必要となり

ンテンツが好調です。今後は事業推

当に強い意志を持って挑まないと達

ます。そのためには発想を大きく変

進に加え、バンダイナムコゲームス

成できません。海外における最適な

えて、本当の意味でグローバルな企

と当事業の主幹会社であるバンダイ

組織や人材活用の検討に加え、海外

業になっていく必要があります。

ネットワークスの統合に向け準備を

発のコンテンツもこれまで以上に展

――経営統合から３年が経ちました。

進めていきます。

開していく必要があります。

映像音楽コンテンツ事業は、DVD

我々はこれまで、日本発の玩具や

ンダイと旧ナムコが経営統合してか

からBlu-ray Discへ移行する端境期

ゲームソフト、映像作品などを海外

ら３年が経ちます。私はすでに両社

にありますが、Blu-ray Discへの移

で展開してきました。しかし、これ

のシナジーは当たり前のこととなり

イ分

2

須 早いもので、今年９月に旧バ
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経営戦略

バンダイナムコグループの成長路線
第一段階は終えたと思っています。

付けに持っていくのかということを

これからはバンダイナムコグループ

きちんと精査し、示していきたいと

の強みは何か、どうやって成長路線

思っています。

バンダイナムコホールディングスの新体制
㈱バンダイナムコホールディング

を描いていくのかを考え、グループ

2008年度は、次期中期経営計画に

一体となり新たな成長段階に向け進

向け、収益・組織などさまざまな面で

むことが大切です。次期中期経営計

の基盤整備のための重要な年となり

画でも、バンダイナムコというエン

ます。次期中期経営計画スタートの

ターテインメント企業グループをど

年である2009年度につなげることが

のように舵とりしていくのか、ある

できるよう、グループ一丸となり全

いはグローバルの中でどういう位置

力で取り組んでまいります。

イ分

イ分

スは、6月23日に開催された定時株
主総会の決議を経て下記の通り取締
役が就任しました。
代表取締役社長
取締役

イ分

◆自己株式消却に関するお知らせ
バンダイナムコホールディングスは、会社法178条の規定に基づく自己株式の消却
を以下の通り行いました。
1 . 消却する株式の種類：当社普通株式
2 . 消却する株式の数：608万191株（消却前の発行済株式総数に対する割合：2.37％）
3 . 消却日：2008年8月18日

須武男
東 純
大津修二
福田祐介
取締役（非常勤） 上野和典
橘 正裕
石川祝男
大下 聡
川城和実
取締役（社外）
米 正剛
一條和生

CSR Topics
「バンダイナムコの森」で
地域交流活動を実施

「第17回札幌YOSAKOIソーラン祭り」
「第17回札幌YOSAKOIソーラン祭り」に
バンダイナムコグループが協賛
バンダイナムコグループが協賛

バンダイナムコホールディングス

バンダイナムコグループが協賛した

は、
「バンダイナムコの森」がある長

「第17回札幌YOSAKOIソーラン祭

野県志賀高原地区で 7 月に地域との

り」が、6 月 4 日〜 8 日の５日間にわ

交流活動を実施しました。
「森林の里

たり北海道札幌市で開催されました。

親契約」を締結している（財）下高井郡

「洞爺湖サミット」のカウントダウ

山ノ内町和合会を通じ、保育園に玩

ンイベントの１つとして、世界平和

具や文具などのグループ商品を寄贈

と環境をテーマに行われたオープニ

したほか、地域の小学生と保育園児

ング企画「EARTH DAY in ワー

㈱ロジパルエクスプレス（馬場範夫

を対象に「たまごっち」の映画上映

ルドソーラン Presented by バンダ

社長）は、7月に同社の船橋営業所で

会や、スーパー戦隊ヒーローが登場

イナムコ」では、世界各国の踊り手

「ロジパルこども参観日」を開催しま

するクイズ大会を実施。また、志賀

たちにオリジナルデザインのハッピ

した。当日はドライバー社員の子ど

高原観光協会の方々とグループ社員

を提供したほか、バンダイナムコグ

もたち（小学1〜6年生）を対象に、職

との意見交換会なども行われました。

ループの㈱キャラ研が企画に協力し

場の見学や、お父さんが乗務するトラ

た新イメージキャラクター「ヨサコ

ックに乗ってみるなど、ロジパルエク

イ チャピ」がお披露目されました。

スプレスの仕事と安全活動への取り

このほか、
「ヨサコイ チャピ」の着ぐ

組みについて、理解を深めるプログ

るみと子ども達が一緒に踊れるステ

ラムが行われました。

岩手・宮城内陸地震へお見舞
㈱バンダイナムコホールディ
ングスは、平成 2 0 年岩手・宮城
内陸地震の被災地の皆さまへの
お見舞金として、グループを代
表し、日本赤十字社を通じて
1 0 0 万円を送付しました。１日
も早い復興を心よりお祈り申し
上げます。

「ロジパルこども参観日」開催

ージイベントや、オリジナルうちわ
の配布、
「ヨサコイ チャピ」グッズの
販売などを行い、期間中 2 0 0 万人以
上が来場した祭りを盛り上げました。
バンダイナムコグループでは、今
後も全国11都市以上で開催される同
様の祭りを応援します。
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決算情報

Financial Data
ンダムGATE」
「ONE PIECEモバ

2009年3月期第1四半期の連結業績

イルジャック」などの高付加価値コ
ンテンツから「SIMPLE100」
「ズー

推移しました。また、アジアではグ

キーパー」などのカジュアルゲーム

トイホビー・ゲームコンテンツ・映像

ループシナジーを活かした大型施設

まで、さまざまなニーズに対応した

音楽コンテンツ事業を中心に第３四

「ワンダーパークプラス」を香港に出

ゲームコンテンツが引き続き好調に

2 0 0 9 年 3 月期第１四半期業績は、

半期以降に商品・サービスが集中して

店しました。

推移しました。待受画面では携帯電

いることに加え、厳しい市場環境の

◆ゲームコンテンツ事業

話カスタマイズコンテンツが人気と
なりましたが、着信メロディは会員

なかアミューズメント施設事業の既

家庭用ゲームソフトでは、国内で

存店が苦戦し、前年同期に及びませ

「めっちゃ！太鼓の達人DS ７つの島

んでしたが、年初計画との比較では

の大冒険」や「テイルズ オブ シンフ

概ね計画線で推移しました。また、

ォニア ―ラタトスクの騎士―」など

費用面では、前期完全子会社化した

が好評でしたが、大型タイトルの発売

「機動戦士ガンダム 0 0 」の D V D ソ

バンダイビジュアル㈱およびバンダ

が少なく、前年同期と比較すると利

フトが人気となりましたが、DVDか

イネットワークス㈱ののれんの償却

益率が低下しました。海外では、アメ

らBlu-ray Discへのハードウェアの

費を計上しました。この結果、当第

リカで「NARUTO」関連のソフト

移行に伴う端境期の中、低調な推移

１四半期の連結の業績は、売上高899

や前期発売ソフトのリピート販売に

となりました。また、アニメーショ

億7,900万円、営業利益15億2,800万

より順調に推移しましたが、ヨーロッ

ンを中心とした音楽パッケージソフ

円、経常利益24億9,000万円、四半期

パは前年同期には及びませんでした。

トの販売が好調に推移しました。

純利益10億1,800万円となりました。

業務用ゲーム機では、第２四半期

数の減少傾向が続きました。
◆映像音楽コンテンツ事業
映像パッケージソフトにおいて、
ダブルオー

◆トイホビー事業

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

以降に大型機投入を予定しているこ

なお、当社では機動的な資本政策

国内では「炎神戦隊ゴーオンジャ

と、前期に定番機器のリピート販売

の実行を目的に、2008年4月1日〜7

ー」や「Yes！プリキュア5GoGo!」

が収益に貢献したこともあり、前年

月30日の期間中に自己株式800万株

のキャラクター玩具が人気となると

同期には及びませんでした。

を取得し、8月18日付で自己株式608

ともに、「データカードダス」では、

◆ネットワーク事業

万191株の消却を行いました。

新たに「ワンピース ワンピーベリー

モバイルコンテンツにおいて、
「ガ

マッチ」を投入しターゲットの拡大
◆2009年3月期第1四半期の連結業績

を図りました。

（単位：百万円）

ベンテン

海外では、欧米で「BEN10 」のキ
ャラクター玩具が貢献するとともに、
パワー

レンジャー

「POWER RANGERS 」のキャラク
ター玩具が堅調に推移しましたが、

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

当期実績（2008年4月〜6月）

89,979

1,528

2,490

1,018

前期実績（2007年4月〜6月）

96,100

4,473

5,556

2,769

470,000

38,000

39,500

22,500

たまごっち

「Tamagotchi 」が好調に推移した
前年同期には及びませんでした。
◆アミューズメント施設事業
国内で前期および当第１四半期に
出店した大型店が堅調に推移したも
のの、厳しい市場環境のなか既存店

2009年3月期通期業績予想

※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。

事業セグメント別実績
事 業 分 野

売上が前年同期比86.7％と低調に推

営業利益
売上高
（△：損失）

移しました。また、収益性の改善へ

トイホビー

35,390

1,994

向けて引き続き運営の効率化を図る

アミューズメント施設

19,470

69

とともに、一部店舗閉鎖へ向けた取

ゲームコンテンツ

25,514

△214

ネットワーク

2,591

174

映像音楽コンテンツ

7,247

△234

り組みを実施しました。
海外では、アメリカでは厳しい市
場環境のなか苦戦しましたが、ヨー
ロッパでは複合施設を中心に堅調に

4

（単位：百万円）
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※上記事業セグメント別実績に「その他事業」は含まれておりま
せん。また内部取引・全社費用消去前の数値を記載しています。

地域セグメント別実績
地 域
日 本
アメリカ
ヨーロッパ
アジア

売上高

（単位：百万円）

営業利益
（△：損失）

67,674

889

9,158

△279

10,142

1,353

3,004

428

※上記セグメント別の売上高は外部企業への売
上高を記載しております。

海外展開

Overseas Business Activities
「KAMEN RIDER DRAGON KNIGHT」の
欧米におけるマスタートイライセンスを取得
バンダイナムコグループで北米地域

社がハリウッドで海外向けにローカ

の玩具関連商品の販売を行うBandai

ライズした全40話のライブアクショ

America Incorporated（大松章道

ンシリーズです。米国のテレビ番組

社長、以下バンダイアメリカ）は、米

配給会社４Kids Entertainmentに

国で2009年2月よりテレビ放映が始

より、米国５大ネットワークの一つ

カメン

ライダー

ドラゴン

まる「KAMEN RIDER DRAGON

であるCWで放映される予定です。

ナイト

KNIGHT 」の欧米におけるマスター

バンダイアメリカでは2009年夏よ

トイライセンスを、制作・版権元であ

り、アクションフィギュア、変身ア

る㈱アドネスエンターテイメント（以

イテム、武器、バイク、ビークルなど

下AE社）より取得しました。

の商品展開を米国でスタートする予

©2008 Ishimori Production Inc・Toei Company, Ltd.・
Adness Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.

「KAMEN RIDER DRAGON

定で、シリーズトータル30億円の売

KNIGHT」をスーパー戦隊シリーズ

KNIGHT」は、2002年〜2003年に

上を計画しています。また順次、欧

のローカライズ版である「 P o w e r

日本で放映され好評を博したテレビ

州での展開も開始する予定です。

Rangers 」のように、海外展開キャ

パワー
レンジャー
りゅうき

番組「仮面ライダー龍騎」
（原作：石
ノ森章太郎、製作：東映㈱）を、AE

バンダイナムコグループでは、

ラクターの大きな柱として育成して

「 KAMEN RIDER DRAGON

いく考えです。

Affiliated Business Companies

グループ会社紹介

話題のアニメやゲームソフト関連の音楽事業により
映像音楽コンテンツ事業の総合力発揮に貢献

株式会社ランティス
所在地 東京都渋谷区広尾1-3-14
ASAX広尾ビル4F
設 立 1999年11月
代表者 代表取締役社長 井上俊次
事 業 音楽著作物の企画・制作・
発売・運用など

㈱ランティスは、
「赤頭巾ちゃん御用心」などのヒット作品を生み出したロック
バンド「LAZY」のメンバーであった井上俊次（現社長）により、1999年に音楽
制作会社として設立されました。2006年のバンダイビジュアル㈱との業務・資本
提携により連結対象会社となり、バンダイナムコグループの一員となりました。

夢と希望、笑顔があふれる音楽を
創出し続けていきます

アニメーションやゲームソフトを中心とした音楽制作、音楽パッケージソフト
の販売、音楽コンテンツの運用などを行い、5,500曲以上の楽曲を保有。最近で
は「涼宮ハルヒの憂鬱」
「らき☆すた」関連のテーマ曲が大ヒットしているほか、
影山ヒロノブらのユニットで海外進出も果たした「JAM Project」や「ALI
PROJECT」などが高い支持を集め、さまざま話題を音楽市場に提供しています。
映像音楽コンテンツ事業の主幹会社であるバンダイビジュアルでは、
「クロス
コンテンツ・クロスメディア戦略」による事業拡大と効率化を追求し、
「映像エ
ンタテインメント企業」から「コンテンツビジネスの総合プロデュース企業」へ
のステップアップを目指しています。具体的には、パッケージソフト事業のさら
なる深耕を継続しながら、映像から音楽・出版へとコンテンツの幅を広げ、イン
ターネットを中心とした新たなメディアへ、さらには海外へと展開領域の拡大を
目指しています。
この中長期戦略の中で、ランティスはバンダイ
ビジュアルが手がける映像作品に関連した音楽制
作を行うだけでなく、インターネットラジオの番
組制作やイベントの企画制作など、幅広い共同事
業を展開することで、映像音楽コンテンツ事業に
おける相乗効果と総合力の発揮に貢献しています。

ランティスはアニメーションやゲ
ームの主題歌をはじめとする音楽を
CD、音楽DVDとしてリリースして
いるバンダイナムコグループのレコ
ード会社です。素晴らしい才能や豊
かな個性を持ったアーティストの
方々とともに楽曲制作を行っていま
す。跳びあがりたい時、勇気を振り
絞る時、唇をかみしめる時、想いを
伝えたい時
――。そんな
時にそっと
近くにいら
れるように、
夢と希望、
そして笑顔
があふれる
音楽を創り
続けていき
井上俊次社長
ます。

「涼宮ハルヒの憂鬱」の涼宮ハルヒ役でお馴染みの平野
綾のファーストアルバム「RIOT GIRL」
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Toys and Hobby
「東京おもちゃショー2008」開催
「おもちゃ大賞」でバンダイが2部門を受賞

「たまごっち」が今年の冬も
スクリーンで大活躍

「東京おもちゃショー2008」が、6月19日〜22日に東京ビックサイ

「映画！たまごっち うちゅーいち ハッピ

トで開催され、総入場者数が16万人を超える盛況ぶりでした。
㈱バンダイ（上野和典社長）は、戦隊シリーズ、プリキュアシリー

ーな物語！？」が、12月20日に全国東宝系で
公開されます。製作には、バンダイ、㈱ウィ

ズなどの主力キャラクター

ズ、バンダイビジュアル㈱、㈱バンダイナム

をはじめ、5秒ピッタリで止

コゲームス、㈱小学館、㈱アサツー ディ・ケ

めることを目指す「5秒スタ

イ、㈱オー・エル・エム、バンダイネットワー

ジアム」
、手の平に立ててバ

クス㈱が参加。たまごっちの人気キャラクタ

ランスを競う「棒ゲ〜」
、新

ー「まめっち」たちが、 ふしぎな絵本 の世

しいクッキングトイ「ふと

界を舞台に、新たな出会いと友情で奇跡を起

まきまっきー」など、さま
ざまな新製品を展示し、話
題を集めました。

「日本おもちゃ大賞」の授賞式の模様。左より日本玩具
協会の会長を務めるバンダイナムコホールディングス
の 須武男社長、アイクロップス担当の亀田真司、
∞プチプチ担当の高橋晋平、バンダイの上野和典社長、
その右は審査委員長を務めた北原照久氏

今回の「おもちゃショー」では、

長編アニメーション映画として公開され、フ
今年も、映画の公開に合わせてさまざまな

設した「日本おもちゃ大賞」の受

キャンペーンを

賞作品も展示。バンダイは、計５
で累計販売数250万個を突破した

「たまごっち」の映画は、昨年12月に初の
ァミリー層に大変好評でした。バンダイでは

（社）日本玩具協会が今年度より創

部門のうち、トレンディ･トイ部門

こすハッピーなストーリーとなっています。

「∞エダマメ」
「∞プチプチ」

©BANDAI 2007
©2008 BANDAI・WiZ

予定しています。
この映画を通し
てキャラクター

「∞プチプチ」などの「∞にでき

の魅力を訴求し、

るシリーズ」が、またイノベーシ

より多くのお客

ョン・トイ部門ではテレビに繋げ

様に「たまごっ

てミクロの世界を楽しめるデジタ

ち」の世界観を

ル顕微鏡「アイクロップス」が、

伝えていきたい

それぞれ大賞を受賞しました。

デジタル顕微鏡「アイクロップス」

と考えています。

©BANDAI 2008 TM＆©2007 JAKKS Pacific,Inc.,Malibu,CA 90265 USA. ALL RIGHTS RESERVED

©2008 Teamたまごっち

「カードダス」20周年記念企画スタート
データカードダスも新タイトルを導入
バンダイは、今年で20周年を迎えた「カードダス」の記念商品として、世
界的に有名なカードデザイナーを起用した新世代型トレーディングカードゲ
ーム「Battle Spirits（バトルスピリッツ）
」
（100円〜1,260円）を9月13日
より発売します。また、新たな取り組みとして、カード商品発オリジナルキ
ャラクターのメディアミックスを展開。㈱サンライズ（内田健二社長）制作
のTVアニメ「バトルスピリッツ 少年突破バシン」
（テレビ朝日系、毎週日曜
日朝７時〜、9月7日スタート）などと連動させながら、2010年3月末までに
60億円の売上を目指します。
一方、平成ライダーシリーズ10周年プロジェクト第１弾として、
「データカ
ードダス 仮面ライダーバトル ガンバライド」
（1プレイ100円）をこの冬より
稼働させます。この商品は、歴代ライダーがバトルを繰り広げるというゲーム
内容で、親子二世代で楽しむことができます。玩具の主力商品である「変身ベ
ルト」などと連動させながら、
「仮面ライダー」シリーズを盛り上げていきます。
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©サンライズ・メ〜テレ

グループニュース
（表示価格は税込。仕様・発売日・価格は変更になることもあります）

アパレルサーフブランド「Real B Voice」が
鵠沼海岸で第5回「B.B.B.S.C.」イベントを開催
バンダイのアパレルサーフブラン
ド「Real B Voice」のサマーイベン
ト「5th anual BUFFALO'S BIG

ベントとして2003年より毎年開
催。年々人気を高めています。
イベント当日は、 レジェンド

BOARD SURFING CLASSIC IN

サーファー

J A P A N（通称：B . B . B . S . C . ）」が、

ッファロー・ケアウラナ氏の長

７月19、20日に神奈川県藤沢市の鵠

男、ブライアン・ケアウラナ氏

沼海岸スケートパーク前で開催され

から海難救助法の実技などを学ぶ

ました。バンダイでは、2000年より

「ウオーターリスクマネジメント講

アパレル事業部における新規顧客の

習」を開催。また、20日には、小学

獲得を目指して「 R e a l B V o i c e 」

生・中学生・大人がそれぞれクラス別

なお、イベント終了時には、エコ

を展開し、今年4月には部門として独

に腕を競い合うサーフィン大会をは

活動の一環として、スタッフと参加

立しました。このイベントは、
「Real

じめ、体重90kg以上の人が参加する

選手による「ビーチクリーン大作戦」

B Voice」の世界観である 楽しい

「90kgオーバークラスロングボード」

を実施。今年は過去最高の約４千人

を発信することを目的

などの競技のほか、豪華景品がもら

が参加し、ビーチは多くの家族連れ

としており、湘南地域に密着したイ

える「ビーチフラッグス」や「スイ

で賑わいました。

サーフィン

として知られるバ

サウンドバトルDXウルトラオールスターズ
発売中／6,300円 ㈱バンダイ
新作映画「大決戦！超ウルトラ８兄弟」の公開や、データカ

キッズサーフィン（小学１〜３年生）の部

カ割り」なども行われ、盛りだくさ
んのメニューとなりました。

うちのこ登場！アンパンマン
9月下旬発売予定／各3,150円 ㈱バンダイ
ご自宅のパソコンと

ードダス「大怪獣バトルNEO」の稼動など、熱い展開が繰り広

プリンターを使って、

げられているウルトラマンに新アイテムが登場。
「サウンドバト

お子様自身が登場する

ルDXウルトラオールスターズ」は、全15体の彩色済みフィギ

アンパンマンの絵本を

ュアとサウンドバトル本体の豪華セットです。サウンドバトル

作成できます。お子様

本体にそれぞれのフィギュアをセットしてバトルを開始。ボタ

の写真を撮影し、その

ンの連打でフィギュ

画像をパソコンに取り

アに対応した音声と

込みます。商品付属の

迫力の実況が流れま

C D を立ち上げ、説明

す。怪獣同士やウル

に沿って切り抜き、えほんイラスト内にはめこみます。あとは

トラマンとのリアル

ご自宅のプリンターで出力し、その用紙を製本ファイルで綴じ

なバトルがお楽しみ

こんだら完成です。ストーリーは、
「おたんじょうびおめでとう」

いただけます。

©円谷プロ ©2006 円谷プロ・CBC

HEX BUG Crab（ヘクスバグ クラブ）
発売中／2色 各2,625円 ㈱バンダイ
2007年9月から発売しているマイクロロボット「HEX BUG」

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

「おはなばたけをつくろう」の２種類です。

ロッテガム入浴剤
発売中／各250円 ㈱バンダイ
大人から子どもまでファンの多い「ロッテガム」をモチーフ

（全７種／各1,995円）シリーズの第２弾商品です。カニの動き

にした入浴剤。 ロッテガム風 入浴剤１個と、板ガム型プレー

を忠実に再現したカニ型のロボットで、音や光に反応して複数

ト１枚入りです。６種類のロッテガムの味のイメージに合わせ

の足で横方向に歩きます。歩行中に手を叩くなどの大きな音を

たレモン果汁エキス、ウメ果汁エキス、カカオ脂といった配合

たてると、音センサーでその音を感知し、驚いたかのように進

成分を採用し、香りも色もロッテガムのイメージをそのままに

行方向を変えます。ま

再現しています。オマケの板ガム型プレートに＜当たり＞が出

た、明るいところでは

ると、特製「クイッククエンチタオルケット」がもらえます。

活発に歩きますが、暗
い場所に入ると光セン
サーで周囲の暗さを感
知し、岩場の影に隠れ
るようにピタリと動き
を止めます。

©2008 Innovation First,Inc.
©LAD
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Amusement Facility
今秋、埼玉県越谷市と茨城県つくば市に
「NAMCOLAND」の新店舗オープン
㈱ナムコ（橘正裕社長）は、埼玉

ンシアター、そして体感型アミュー

県越谷市と茨城県つくば市にアミュ

ズメントマシンなど、家族で楽しめ

ーズメント施設の新店舗を今秋オー

る遊びがいっぱいです。

NAMCOLANDレイクタウン店（イメージ）

イーアス

プンします。越谷市にオープンする

つくば市の「NAMCOLANDiias

「 N A M C O L A N D レイクタウン店」

つくば店」
（仮称）は、発明王トーマ

（仮称）は、ファミリーエンターテイ

ス・エジソンに学び、楽しく遊びなが

ンメントをコンセプトにし、工場見

ら子供たちの

学のように作るところを見ながら、

る時間課金施設「エジソンキッズ」

できたてをその場で食べることがで

を併設。エジソンの発明品を体験し

きるスイーツコーナーや、自分の影

たり、漫画、絵本、サイエンスワー

ちが考える楽しさを味わえる施設と

と遊ぶことができる無料のモーショ

クショップなどを通じて、子どもた

なっています。

ひらめき

を促進す
NAMCOLANDiiasつくば店（イメージ）

ポケモン映画と連動したキャンペーン
「ナムコかんしゃ祭」を全国249の直営店で開催
ナムコは、夏休み商戦におけるフ

てナムコ限定の

ァミリー層への訴求強化を目的に、

オリジナルポケ

劇場版ポケットモンスター映画と連

モングッズを差

動したアミューズメント業界初のキ

し上げる「ポケ

ャンペーン「ナムコでポケモンゲッ

モンシールラリ

トだぜ！2008夏 ナムコかんしゃ祭」

ー（参加無料）
」

を、7 月 1 4 日から 8 月 3 1 日まで全国

や、今秋発売の

249の直営店で実施しました。

ポケモンシリーズ最新作、ニンテン

ムコ限定景品として、映画初登場の

キャンペーンでは、週替わりでポ

ドーDSソフト「ポケットモンスター

ポケモン

ケモンキャラクターシールを店頭で

プラチナ」など豪華ポケモン賞品が

ぬいぐるみを導入。集客の向上のた

配布し、集めたシールの種類に応じ

当たるクジなどを実施。さらに、ナ

めの取り組みを行いました。

「ガウストパニック」の新アトラクション
ナンジャタウンに登場
東京・池袋のナムコ・ナンジャタウンに昨年夏に登場して
以来、施設内でナンバーワンの人気を誇るアトラクション
「ガウストパニック」に、新兵器を加えた「ガウストパニッ
ク 出撃！ガウストバズーカ」が７月より登場しました。
新アトラクションは、バンダイの人気玩具「トレジャーガ
ウスト」の魅力である 空間に潜むガウスト（磁幽霊）の捕
獲＆探知 に、
「ガウス
トバズーカ」でガウス
トを直接攻撃するとい
うアクティブな遊びの
要素をプラス。オープ
ン以来、連日多くのお

キャンペーンを展開した店舗の模様

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・
TV Tokyo
′ ・ShoPro・JR Kikaku
©Pokemon ′
©2008ピカチュウプロジェクト
©2008 Pokemon.
©1995-2008 Nintendo/Creatures Inc./
GAME FREAKinc.

シェイミ

の特大サイズ

新店舗・イベント情報
◆今秋オープン予定のナムコの新店舗
NAMCOLAND
レイクタウン店（仮称）

NAMCOLAND
エアポートウォーク名古屋店（仮称）

スイーツコーナーやモーション
シアターを併設した施設（埼玉
県越谷市）

ウルトラマンクラブを併設した
キャラクターアミューズメント
施設（愛知県西春日井郡）

NAMCOLAND
イオンかほく店（仮称）

NAMCOLANDiias
つくば店（仮称）

あそべる図書館「BOOKSTOCK」
（仮
称）を併設した施設（石川県かほく市）

「エジソンキッズ」を併設した施
設（茨城県つくば市）

◆秋のイベント情報
浅草花やしき

ナムコ・ナンジャタウン

（10月1日〜11月16日）

（9月13日〜12月25日）

江戸の町並みを再現し、多種多
秋のナンジャタウンのテーマは
様な店舗が出店する浅草寺で、 「デコ」
。
「デコ餃子対決」
、
「デコ
４年に１度行われるイベント
アイスコレクション」
、
「デコデザ
「浅草奥山風景」に、花やしきが
ートセレクション」など、きら
「矢場」を出店します
びやかに着飾ります

客様が楽しんでいます。
※オープンに関する情報・イベント情報などは予定につき、変更になる可能性があります。
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（表示価格は税込。仕様・発売日・価格は変更になることもあります）

人気ソフト「テイルズ オブ ジ アビス」
初のアニメ化、10月より地上波で放映開始
バンダイナムコグループの㈱バンダイナムコゲームス
（石川祝男社長）
、㈱サンライズ（内田健二社長）
、バンダ
イビジュアル㈱（川城和実社長）と、㈱毎日放送の４社は、

Wii専用ソフト「テイルズ オブ シンフォニア
ーラタトスクの騎士ー」
発売中／7,140円 ㈱バンダイナムコゲームス
2003年にニンテンドーゲー
ムキューブ用ソフトとして発売
した「テイルズ オブ シンフォ
ニア」の主人公ロイドたちが 、

バンダイナムコゲームスが発売し、シリーズ累計販売本数

再 生 し た 世 界 の 2 年後を舞台

1,000万本以上を記録する人気家庭用ゲームソフト「テイ

にした「テイルズ オブ シンフ

ルズ オブ」シリーズの代表作の一つである「テイルズ オ

ォニア ―ラタトスクの騎士―」

ブ ジ アビス」をテレビアニメ化し、今年10月より毎日放
送ほかで放映することを決定しました。
「テイルズ オブ」
シリーズの地上波でのアニメ放映は、今作が初めてです。
アニメ「テイルズ オブ ジ アビス」は、主人公ルーク・
フォン・ファブレが旅の途中で出会う仲間たちとともにさ
まざまな困難を乗り越え、運命
を切り開いていくリアルな人間
ドラマを内包した冒険譚。制作
は「機動戦士ガンダム」シリー
ズのサンライズが担当し、ゲー
ムの持つ壮大な世界観や、際立

がWiiに登場しました。制作は
㈱ナムコ・テイルズスタジオ
（長井 潔社長）が担当し、アニ
メーションは「プロダクション
I.G」
、オープニングを彩るテー

ono」を起用。そのほか今人気沸騰中の豪華声優陣も多数出演
し、卓越した演技でキャラクターに魂を吹き込みます。

ニンテンドーDS専用ソフト「サモンナイト2」
発売中／5,040円 ㈱バンダイナムコゲームス
「サモンナイト２」
は、2 0 0 1 年にプレイ

った個性のキャラクターたちが

ステーション版で発売

紡ぎ出すストーリーを新たな視

した同名ソフトを、好

点で描き出します。

評だったキャラクター

©NBGI／サンライズ・バンダイビジュアル・MBS Original Character Design ©藤島康介

©藤島康介 ©2003−2008NBGI

マソングは「シンフォニア」でもテーマソングを歌った「mis-

やシナリオはそのまま
に、D S ならではの追

人気シールプリント機「Jewella」を
バージョンアップして導入開始

加要素を収録したリメ
イク作品です。バトル

©FLIGHT-PLAN

©2000-2008NBGI

中の中断セーブや召還獣と仲良くなることで専用技を発動可能
にする要素、そして一定以下のレベルでバトルをクリアする

バンダイナムコゲームス

「ブレイブクリア」の収録など、新要素が盛りだくさんの内容

は、女子中高生から大学生

でお届けします。

を中心に幅広い年齢層から
絶大な人気を得ているシー

アミューズメント専用景品「週刊少年ジャンプ40周年

ルプリント機「 J e w e l l a 」

ソフビフィギュアスペシャルバージョン」

をバージョンアップした

導入中 ㈱バンプレスト
「週刊少年ジャンプ」創刊40周年を記念した特別企画として、

「Jewella Eye」を８月か
ら稼働開始しました。同社
のシールプリント専門チーム

©2007 2008 NAMCO BANDAI Games Inc.

美肌プロ

「週刊少年ジャンプ」×「PansonWorks」のソフビフィギュ
アシリーズを展開します。
「週刊少年ジャンプ」の人気キャラ
クターたちが持つ

ジェクト が研究開発した画像処理技術に

強力な個性や世界

より、従来の 美肌 に写る機能はもちろ

観を壊すことなく、

ん、新型機では 目 にスポットをあてま
した。実際の目より約120％大きくなる画
像処理を施し、自然により可愛く写った

人気デザイナーの
「PansonWorks」
のオリジナルアレ
ンジを施しました。

と実感できます。また、前作から大変好

かわいらしさ を

評の赤外線通信機能も健在。撮影したプ

感じさせる、丸く

リ画像を赤外線通信で携帯電話に枚数の

愛嬌あるシルエッ

制限なく転送でき、待ち受け画面などと
して楽しむことができます。

トで、幅広い層に
訴求します。

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
©久保帯人／集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ
©バードスタジオ／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
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（表示価格は税込。仕様・発売日・価格は変更になることもあります）

バンダイナムコグループが特別協賛する
「第2回全国小学生ミラクルクイズ」開催

機動戦士ガンダム U.C.0079

別協賛している「第２回全国小

配信中／バンダイネットワークス㈱
対応機種：FOMA P905 i 、P906 i
利用料金（DX版）
：月額315円、630円、945円
＋個別課金 1,050円
バンダイネットワークスは、このほど i モード

学生ミラクルクイズ」
（主催：小

向け 3 Dアクションゲーム「機動戦士ガンダム

学生ミラクルクイズ実行委員会）

U.C.0079」の配信を開始しました。原作の臨場

バンダイナムコグループが特

が、７月１日より開催されました。これはインターネットとリアルイベ

感を忠実に再現した 3 Dビジュアルとサウンド
は、今までの携帯電話向けゲームにはないリア

ントを融合した小学生向けクイズ大会で、バンダイネットワークス㈱

ルさを演出しています。スタンダード版はNTT

（大下 聡社長）が運営する子供向け情報交換PCサイト「サークルリン

ドコモの「P 9 0 6 i 」にプリインストールされ、

ク 」を利用し、３人１組によるチーム対抗戦を行うものです。
＊

予選大会が7月31日まで行われ、全国６ブロックの代表６チームを選
出。8月22日に東京の浅草花やしきで開催された決勝大会では、子供た

ボーカル入り原盤曲が挿入されているDX版はガ
ンダムゲーム総合
サイト「ガンダム
公式ゲーム」で配

ちがアトラクションを楽しみながらクイズに挑みました。優勝チームに

信。携帯電話の機

は、クイズ参加時に投稿した「叶えたい夢」を応援する総額100万円相

能を最大限に活か

当の「夢応援！プラン」をプレゼント。今後もバンダイナムコグループ

した究極のモバイ

では、子供たちの夢を応援する夏の定番イベントとして、このクイズ大
会を定着させていきたいと考えています。

を楽しむ
ことがで

＊サークルリンク
バンダイネットワークスが2005年11月より運営を開始した小中学生30万人以上が参加する情報
交換サイト。曜日ごとにキャラクター、ファッション、エンタメなどをテーマとした各種投稿を受け
付け、選別・紹介を行っており、１日4,000通を超える投稿が届く人気となっている。また、ゲーム
やアバターサービスなどさまざまなコンテンツを楽しむことができる。

Portrait

ルゲーム

きます。

©創通・サンライズ ©BANDAI NETWORKS

武器格闘アクションゲームソフト「ソウルキャリバーⅣ」の担当者
㈱バンダイナムコゲームス コンテンツ制作本部 第一制作ディビジョン
トルです。
「スター・ウォーズ」も全世界的

いファンを

ャリバー」は、全世界でシリーズ累計

に人気があり、中でも「ダース・ベイダー」

獲得できる

1,000万本以上のセールスを記録している

と「ヨーダ」は人気・知名度が非常に高く、

ように各地

人気ゲームソフトです。今回は、P S 3 と

映画の中の戦闘シーンも印象的でしたので、

域で P R し

Xbox 360向けに世界同時発売した最新作

それをゲームの中で再現できたら世界中の

ています。

㈱バンダイナムコゲームスの「ソウルキ

佐々木 勝利
か２
ら０
デ０
ィ５
レ年
ク
シ入
ョ社
ン︒
﹁
をソ
担ウ
当ル
キ
ャ
リ
バ
ー
Ⅲ
Ａ
Ｅ
﹂

方に喜んでいただけると考えました。

これによっ

利に話を聞きました。

Q 完成までにかかった期間は？

て「ソウル

Q「ソウルキャリバーⅣ」の特徴は？

A開発は2006年4月からですが、イメージ

キャリバ

A PS3とXbox 360という2つのハードそ

作りは前作「ソウルキャリバーⅢ」発売直

ー」を知ら

れぞれの性能を活かし、臨場感溢れる迫力

後の 2 0 0 5 年末からとりかかりました。携

なかった方

の格闘シーンをハイビジョン向けの高精細

わった人は150名ぐらいになるでしょうか。

や、
「武器格闘アクションゲーム」に興味の

3Dグラフィックスで描いています。最大の

今回の作品では苦労した点も多々あります

なかった方が、商品を手にとっていただく

ポイントは、ゲストキャラクターとして名

が、世界的に人気のあるゲストキャラクタ

きっかけになればと思います。

作SF映画「スター・ウォーズ」に登場する

ーの起用や、オンライン対戦などの新たな

Q 今後の展望を聞かせてください。

「ダース・ベイダー」と「ヨーダ」が登場す

チャレンジもたくさんあり、全員で楽しん

A 「ソウルキャリバーⅣ」に関しては、今

ることです。プレイヤーは、この人気キャ

で作ることができたと思っています。

後もオンラインでコンテンツを追加したり、

ラクターと「ソウルキャリバー」シリーズ

Q 特に苦労した点は？

アメリカを中心に大会を開催するなど、ま

に登場する個性豊かなキャラクターたちが、

A 今回 2 つの次世代機で同時発売したので

すます盛り上げていきます。私個人として

刃を交える迫力溢れる戦闘を楽しむことが

すが、それぞれの性能や特徴が異なってお

は、無事発売できて今はとりあえずほっと

できます。さらに、シリーズとしては初め

り、同じレベルでゲームを楽しんでいただ

している状況ですが、次の目標に向けてい

てオンライン対戦を可能にしました。

けるようにすることに苦労しました。

ろいろと考えをめぐらせています。今後も

Q 「スター・ウォーズ」を選んだ理由は？

Q プロモーションで工夫した点は？

世界中の方に驚いていただけるような作品

A 「ソウルキャリバー」は全世界で展開し

A 世界的に有名なキャラクターが登場しま

を提供し続けていきたいと思っていますの

ており、日本以上に欧米で人気のあるタイ

すから、それを効果的に伝えることで新し

で、ご期待ください。

「ソウルキャリバーⅣ」を担当する佐々木勝
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発世
売界
さ同
れ時
る発
﹁売
Ｆプ
Ｒロ
Ｅジ
Ｅェ
Ｄク
Ｏト
Ｍの
﹂第
１
弾
と
し
て

バンダイビジュアルが
Blu-ray Discの世界同時展開を11月より開始
バンダイビジュアル㈱（川城和実社長）は、Blu-ray Discの世界同時
発売を2008年11月より開始します。
Blu-ray Discの世界同時発売プロジェクト第１弾として、11月11日に
「FREEDOM Blu-ray Disc BOX」
、11月21日に「トップをねらえ！＆
トップをねらえ２！合体劇場版！！Blu-ray Disc BOX」を初回限定生産
で発売します。

©2006FREEDOM COMMITTEE

Blu-ray Discには字幕（英語・仏語）
、吹替音声
を収録するほか、パッケージ・特典なども国内商品
と同一仕様とし、特典には対訳ノートを付属する予
定です。
なお「FREEDOM」については、世界同時発売
を記念したプレミアムプライスでの発売となります。

ベネチア国際映画祭出品、北野監督最新作
「アキレスと亀」9月20日全国公開
バンダイビジュアルが製作参加している北野
武監督の最新作「アキレスと亀」が、９月20日
よりテアトル新宿ほか全国で上映されます。
北野監督の長編14作目となる今回の作品は、

リリース
情報
日

本

米

国

FREEDOM Blu-ray Disc BOX
発売日
11月11日

価

格

21,000円
139.98ドル

11月25日

99.98ドル

11月24日

49.99ポンド

フランス

12月2日

89.99ユーロ

12月2日

64.99ユーロ

※日本以外は税抜価格（税率は地域により異なります）

Blu-ray Disc「機動戦士ガンダム MSイグルー」
−1年戦争秘録−（全3巻）
、−黙示録0079−（全3巻）
ー１年戦争秘録ー：発売中、−黙示録0079ー：9月26日発売予定
各6,090円 バンダイビジュアル㈱
ハイビジョン＆5.1chで制作された作品
本来のクオリティでの視聴がBlu-ray Disc
でついに実現。
「機動戦士ガンダムMSイグ
ルー」は、
「機動戦士ガンダム」の舞台とな
のフル3DCGで描いたスピンオフ作品集で
す。Blu-ray Discのみの映像特典として、
今西隆志監督がシリーズの成り立ちから最

家庭崩壊の危機にまで直面してしまう中で、幸

新作「MSイグルー２ 重力戦線」までを語

福になるための＜大切なもの＞に気づくという、

る新録インタビューや、ガンダムミュージ

愛と幸福の物語です。

アム（千葉県松戸市 2006年8月閉館）で

には 口可南子、若き日の真知寿を柳 憂怜（柳
ユーレイから改名）
、若き日の幸子を麻生久美子
が演じるほか、中尾 彬、伊武雅刀、大杉

格

69.99ポンド

妻を描いた人間ドラマ。ひたむきに夢を追いか

主演の真知寿にはビートたけし、妻の幸子役

価

15,540円

11月17日

った１年戦争のサイドストーリーを大迫力

まちす

発売日
11月21日

イギリス

売れない画家の夫と、その夫に寄り添い励ます
ける夫婦の創作活動が次第にエスカレートし、

トップをねらえ！＆トップをねらえ２！
合体劇場版！！Blu-ray Disc BOX

公開されていた、今では見ることのできな

©創通・サンライズ

い秘蔵展示映像を収めた「MS IGLOO開発秘録」を収録しています。
なお、
「MSイグルー」シリーズ待望の最新作OVA「機動戦士ガンダム MS
イグルー２ 重力戦線」は10月24日に発売予定です。

、筒

井真理子、 岡澪皇（新人）
、徳永えり、大森南
朋ら豪華な役

映画「大決戦！超ウルトラ8兄弟」
9月13日から全国公開／バンダイビジュアル㈱

者陣が揃いま

昭和の４大ウルトラマンと平成の４大
ウルトラマンが、時代と次元を超えて奇

した。

跡の大集結。平成のウルトラヒーローを

なお、北野

演じてきた長野 博、つるの剛士、吉岡毅

監督は監督・主

志、五十嵐隼士、さらにはダンディーフ

演・脚本・編集

ォーこと黒部 進、森次晃嗣、団 時朗、高峰

のほか、劇中

圭二も共演するウルトラ史上最高のエン

に登場する絵

ターテインメントムービーです。物語は
開港150周年を迎える横浜で展開します。

画も自ら手が

「ウルトラマンの時代」を心に持つすべて

けています。

の人びとに贈る、最上級のイベントムー
ビーを親子３世代でお楽しみください。
©2008『アキレスと亀』製作委員会

©2008「大決戦！超ウルトラ８兄弟」製作委員会
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Business Angle
バンダイナムコホールディングスは、経営基盤の強化を図るため、6月23日
に開催された定時株主総会の決議を経て新役員体制をスタートさせました。
今回は新たに常勤取締役に就任した大津修二取締役と福田祐介取締役に、それ
ぞれのミッションと担当業務、そして今後の抱負などを聞きました。

株式会社バンダイナムコホールディングス 取締役

大 津 修 二

■大津修二 （おおつ しゅうじ）取締役のプロフィール
＜経歴＞
86年3月
96年12月
00年1月
03年9月
04年5月
07年10月
08年6月

公認会計士登録
センチュリー監査法人代表社員
監査法人太田昭和センチュリー（現・新日本監査法人）代表社員
あずさ監査法人代表社員
あずさ監査法人本部理事
㈱バンダイナムコホールディングス入社、顧問
同社取締役に就任

透明性の高い経営を実現し
コーポレートガバナンスの向上に貢献したい（大津）

へも対象を広げていく予定です。
福田

私は経営戦略の立案やグルー

プ会社のモニタリング、P R 、I R 、

―― 経歴を聞かせてください。

に残っているのは、バンダイが90年

CSRなどを司る経営企画本部を担当

大津

私は公認会計士として、これ

代後半に急速な拡大路線が裏目に出

しています。バンダイナムコグルー

まで監査法人に26年間勤務してきま

て２期連続で赤字を計上し、大きな

プがもっと世界に進出していくため

した。米国に上場している日本企業

危機に見舞われたときです。この状

には、より競争力を高めないといけ

の会計監査や国内外の M & A 案件な

況から脱却するため、社内に業務改

ません。経営企画本部の役割は、そ

どを担当してきましたので、国際的

善委員会が設置され、抜本的な経営

のための仕組みや仕掛けづくりにあ

な業務を得意としています。バンダ

改革を行ったわけですが、このとき

ります。これからは各SBUの狭間に

イとも15年ほど前からつき合いがあ

私もその一員として参加しました。

ある事業領域や可能性を秘めた新規

り、バンダイナムコホールディング

こうした経験を活かして、グループ

事業を発掘・育成するための仕組みづ

スの役員というお話があった際には、

の企業価値の最大化を図ることが、

くりを進めるとともに、新たな切り

企業経営に直接関与することに以前

私の使命だと考えています。

口での組織編成や、バンダイナムコ

から興味がありましたので、引き受

―― それぞれの担当業務は？

グループらしい資本政策などを進め

けさせていただきました。私の役割

大津 私は海外、グループ管理本部、

ていく必要があると考えています。

は、公認会計士としてのバックグラ

企業法務室、業務監査室の４つの分

―― 業務監査室と企業法務室の役割

ウンドを基に公正・公平な立場で、透

野を任されています。グループ管理

や方向性を教えてください。

明性の高い経営を実現し、コーポレ

本部は、バンダイ、ナムコ、バンダ

大津 業務監査室は、日本版SOX法

ートガバナンスの向上に貢献するこ

イナムコゲームスを中心とする総

の施行により、提出が義務づけられ

とだと思っています。また、外部か

務・人事・経理・情報システムなどの

ることになった内部統制報告書の作

らきた人間ですので、バンダイナム

管理部門を集約した部署で、グルー

成が重要な仕事です。内部統制は企

コグループにはない客観的な思考や、

プの管理業務の効率化と平準化を図

業の根幹に関わる問題ですので、法

自由な発想が期待されているのでは

るため、今年４月にバンダイナムコ

的な義務ということではなく、グル

ないかと感じています。

ホールディングス内に新設されまし

ープ全体の業務の効率化に向けて取

福田 私は1985年にバンダイに入社

た。グループ全体のコストダウンや

り組むべき課題だと考えています。

し、総務、人事、広報、経営企画、

効率化が重要な使命ですが、同時に

一方、企業法務室は、各グループ会

社長室と、主として管理部門を歩み、

管理業務のエキスパート育成の場と

社と連携しながら、業務を推進して

2003年から３年ほど玩具菓子を扱う

し、首尾一貫した質の高い管理部隊

います。今や企業は、法令に従って

キャンディ事業部を担当しました。

を形成していきたいと考えています。

いれば社会的責任を果たせるという

これまでの経験の中でもっとも印象

また中長期的にほかのグループ会社

時代ではなく、社会的要請に応えな
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事業戦略

株式会社バンダイナムコホールディングス 取締役

福 田 祐 介

■福田祐介 （ふくだ ゆうすけ）取締役のプロフィール
＜経歴＞
85年4月
01年4月
03年4月
06年4月
08年4月
08年6月

㈱バンダイ入社
同社執行役員社長室ゼネラルマネージャー
同社執行役員キャンディ事業部ゼネラルマネージャー
同社取締役グループ政策担当 兼 社長室 兼 経営戦略室ゼネラルマネージャー
同社取締役
㈱バンダイナムコホールディングス顧問
同社取締役 兼 バンダイ取締役（非常勤）に就任

可能性を秘めた新規事業の発掘・育成に努め
グループに相応しい資本政策を進めていく（福田）
ければなりません。このため企業法

めています。バンダイとナムコが経

務室では、より高い次元で社会的要

営統合し、さらなる成長を目指して

び・感動」を提供することですが、そ

請に応えていきたいと思います。

いますが、その基盤は現・中期経営計

れはお客様だけではなく、社員一人

―― 海外の売上比率50％という長期

画の中でできあがったと思っていま

ひとりにとっても、自分たちの夢を

目標は実現できそうですか？

す。次は長期的な大きな目標を定め、

叶えてくれるような会社にすること

大津

これまで我々は、日本をベー

それを達成するために今何をすべき

が大切です。そのためにも社員が喜

スに国内で作ったコンテンツや商品

かを検討することです。バンダイナ

びを感じる職場にし、スキルアップ

を海外で展開するというビジネスを

ムコグループがこれから成長・拡大す

につながるような環境を作り、自分

行ってきました。しかし、海外の売

るためには、安定成長分野をしっか

たちで価値を創造していると実感で

上を増やしていくためには、各地域

りと守るとともに、これから伸びる

きるような企業風土を作っていきた

のニーズに合ったものを現地で開発

可能性のある事業領域や地域を見定

いと思っています。

し、展開していくことも必要です。

め、そこに経営リソースを配分して

福田

また、今は各SBUごとに海外展開を

いくことです。その意味では、引き

我々を取り巻く経営環境は非常に厳

進めていますが、今後は地域で区切

続きポートフォリオ経営の強化・充

しいものがあります。しかし、バンダ

った戦略も検討する必要があるでし

実・拡大を図っていくことが大切で

イナムコグループが提供している商品

ょう。そのためには、グループの戦

す。次期中期経営計画は、これから

やサービスは代替の利かないものが多

略や組織だけでなく、社員の意識や

本格的な策定作業に入りますが、い

く、やり方や考え方を変えればまだま

考え方も変えていかなければなりま

ずれにせよグループの全社員が実現

だ拡大する可能性があります。それを

せん。一人でも多くグローバルな人

可能な目標として共有でき、ステイ

実現するために事業会社を後押しし

材を育成し、真のグローバル企業を

クホルダーの皆さまからもご理解い

ていくことが、持株会社の役割だと考

目指したいと考えています。

ただけるものにしていくつもりです。

えています。私の大きな夢は、バンダ

―― 次期中期経営計画の状況は？

―― 今後の抱負を聞かせてください。

イナムコグループが海外に事業領域を

福田

大津

さらに広げ、その存在を世界中の人々

次期中期経営計画は、現在経

営企画本部が中心となり、策定を進

バンダイナムコグループのミ

ッションは、世界中の人々に「夢・遊

編 集 後 記
本紙でもお伝えしましたとおり、当社は6月23日の定時株主総会を経て新体
制での経営がスタートしました。現在、2009年4月からの次期中期経営計画の
具体的な施策の策定に向け、グループを横断して検討を進めております。また
事業面では、夏休み商戦に続き年間最大の商戦である年末年始商戦に向け、本

消費低迷や少子化問題など、

から知られるようになることです。

「バンダイナムコ.Net」公開停止のお知らせ
このたび本紙の前号（NO.12、6月号）で
ご紹介しましたWEBサイト「バンダイナム
コ.Net」の公開を停止させていただくこと
となりました。ご利用の皆様には大変ご迷

格的な準備期間に入りました。これからもバンダイナムコグループの商品やサ

惑をおかけいたしますが、よろしくお願い

ービスの存在感を高めることができるように、グループ一丸となって全力で取

申し上げます。

り組んでまいります。 （経営企画部コーポレートコミュニケーションチーム）
2008 September No.13
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話題の新製品

Information
イケメンバンク

（表示価格は税込。仕様・発売日・価格は変更になることもあります）

HY2M Air Shock Battle1/12 ビームサーベル
9月6日発売予定／各4,935円 ㈱バンダイ

9月下旬発売予定／4,980円 ㈱バンダイ

バンダイは、20〜30

テレビアニメーション「機動戦士ガンダム」では、主役機の

代の女性をターゲット

「RX-78-2ガンダム」が武器として「ビームサーベル」を使い

に、 イケメン にドキ

ますが、このビームサーベルがガンダムシリーズで初めて商品

ドキしながら貯金がで

化され、
「HY2M Air Shock Battle（ハイパーハイブリッドモ

きる「イケメンバンク」

デル エアショックバトル）1/12 ビームサーベル」として９月下

を発売します。これは、

旬に発売されます（専用スタンド付き）
。

本体液晶画面内で生活

ガンダムの高さはアニメーションの設定上 1 8 ｍ となってお

する５人のイケメンからお気に入りの１人を選び、恋愛気分を

り、その1/12のスケールは実際に人が握ると程良い大きさとな

味わいながら実際に貯金をしていく商品で、500円硬貨を投入

ります。アニメーション内の武器はピンク色に光るサーベルが

するたびにイケメンとのドキドキのストーリーが展開されます。

出ますが、この商品は音と光、グリップ部分の振動のみで再現。

イケメンと上手にコミュニケーションして愛情を深めていけば、

内蔵のセンサーにより振りかぶると機動音が鳴り、縦と横の振

５万円（500円硬貨100枚分）の貯金を達成したときに素敵な

動を感知しても音が鳴ります。

ハッピーエンドが訪れます。

また、先端部分からピンク色

プロモーション面では、イケメンや恋愛をテーマにした

のLEDが発光します。

「イケメンバンク」公式ホームページ（http://ikemenbank.jp/）

遊び方は、アクションを楽

を開設し、同ホームページ上で商品の予約も受け付けます。さ

しむ「通常モード」のほか、

らに、バンダイネットワークス㈱と㈱角川デジックスが運営す

主人公の声でストーリーを進

る携帯コンテンツ「文庫読み放題」で、イケメンバンクに登場

行していく「シナリオモード」
、

するイケメンをモチーフにした携帯恋愛小説を無料配信し、イ

２本で対戦遊びができる「対

ケメンバンクの世界観を訴求していきます。

戦モード」と、３種類ありま

「イケメンバンク」の主な販売ルートは、大型雑貨店、ネット

す。主なターゲットは、ガン

通販などを中心に、2009年3月末までに10万個の販売を計画し

ダムファンの 2 0 〜 3 0 代の男

ています。

性です。

©創通・サンライズ

ダブルオー

PS2専用ソフト「スーパーロボット大戦Ｚ」

「機動戦士ガンダム00 」セカンドシーズン

9月25日発売予定／8,379円 ㈱バンダイナムコゲームス

10月放送開始 バンダイナムコグループ各社

2005年7月に発売された「第３次スーパーロボット大戦α〜

2007年10月から2008年３月まで放送され、好評を博した

終焉の銀河へ」から３年の時を経て、プレイステーション２で

「機動戦士ガンダム 0 0 」のセカンドシーズンが、2008年10月

「スーパーロボット大戦」の新シリーズがついに始動します。今

よりMBS・TBS系列全国28局ネット（毎週日曜午後５時）でTV

作では、登場するロボット、キャラクター、背景のグラフィッ

放送を開始します。セカンドシーズンは、ファーストシーズン

ク、ロボットの戦闘アニメーションを一新し、そのクオリティ

から４年後、成長した「刹那・F・セイエイ」が「ガンダムエク

は歴代シリーズ作品を凌駕しています。ストーリーも新しくな

シア」の後継機「ダブルオーガンダム」と共に再び世界に舞い

り、
「スーパーロボット大戦」

降ります。製作は㈱サンライズ、監督に水島精二氏、脚本には

シリーズを初めてプレイする

黒田洋介氏をはじめ、ファーストシーズンを支えた強力なスタ

方にも遊びやすくなっていま

ッフが再集結します。

ダブルオー

せつな

す。また、プレイヤーの好み

放送に合わせて、バンダ

で自由自在に小隊を編成する

イナムコグループ各社が、

ことができる「第３次スーパ

プラモデル、フィギュア、

ーロボット大戦α」の小隊シ

玩具菓子、自販機専用商

ステムと、「スーパーロボッ

品、アパレル、家庭用ゲ

ト大戦OG」のツインバトル

ームソフト、モバイルコ

システムが融合した新戦闘シ

ンテンツなどを展開。映

ステム「トライバトル」を採

像パッケージソフトでは

用し、迫力ある戦闘を楽しむ

DVDとBlu-ray Discを

ことができます。

同時発売する予定です。

©サンライズ ©SUNRISE・BV・WOWOW ©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・毎日放送
©ダイナミック企画 ©東映 ©PRODUCTION REED 1980 ©1983 ビックウエスト・TMS
©2002 大張正巳・赤松和光・GONZO／グラヴィオン製作委員会
©2004 大張正巳・赤松和光・GONZO／グラヴィオンツヴァイ製作委員会
©2004 河森正治・サテライト／Project AQUARION
©2005 BONES／Project EUREKA・MBS
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また、多種類のメディア
での映像配信なども行い、
「機動戦士ガンダム 0 0 」
の世界観を盛り上げます。

©創通・サンライズ・毎日放送

