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Management Eyes バンダイナムコグループの再編と今後の展望
統合効果の速やかな実現を目指し
国内外でグループ再編を実行

組織再編の一環として、地域持株会社
NAMCO BANDAI Holdings
（USA）Inc. を設立します。これは

㈱バンダイと㈱ナムコが経営統合し

―― バンダイナムコホールディングス

エンターテインメント市場として今

てから2か月が経ち、戦略ビジネス

が設立されて2か月が経ちました。

後も大きな成長が見込まれる北米で

ユニットに基づいたグループ再編の

須 株主の皆様や関係者の方々か

グループ体制を整えて強力に事業展

施策が次々に打ち出されています。

らご理解とお力添えをいただき、ここ

開していくことを目指したもので、

今回はバンダイナムコグループの再

まで来ることができました。この場

持株会社の設立と同時に N A M C O

編と今後の展望について、㈱バンダ

をお借りして心よりお礼を申し上げ

NETWORKS AMERICA INC.を設

イナムコホールディングスの

ます。また統合の準備から設立後ま

立し、北米でモバイルコンテンツ事業

で、バンダイ、ナムコの社員が非常に

を拡大していくほか、バンダイとナム

前向きに頑張ってくれたことにも感

コのゲーム事業を統合したNAMCO

謝したいと思います。お陰様でバン

BANDAI GAMES AMERICA

ダイナムコグループとして初めての

INC.（仮称）も設立します。

須武

男社長に聞きました。

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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中間決算も、まずは順調な結果を残

さらに来年4月1日には国内のゲ

すことができました。今後はグルー

ーム事業を統合し、㈱バンダイナム

プとしてどれだけ発展させ、皆様の

コゲームスを設立します。ゲーム事

ご期待に応えていくかということが、

業はバンダイとナムコ双方で展開し

私の大きな仕事だと考えています。

ていましたが、これを統合すること

―― 今後の予定を教えてください。

で開発効率の大幅な向上と、バンダ

須 まず国内に関しては、12月1

イとナムコが共同開発した「機動戦

日付で関係会社株式管理業務などを

士ガンダム 一年戦争」のように、両

持株会社へ移管し、上場会社など主

社の技術開発力やノウハウを結集さ

要な事業会社を中心とした約20社

せることが期待されます。

と、バンダイナムコホールディング

―― 人材交流は進んでいますか？

スが直接の資本関係となりました。

須

人事面での融合は人事制度の

これはグループ各社を戦略ビジネス

違いなどから簡単ではありませんが、

ユニットごとに再編し、各社の独自

お互いの強みを学び合うとともに、

性を保ちつつ持株会社の直轄にする

社内の活性化を図るためにも大変重

ことで、意思伝達を明確にし、経営の

要なことだと考えています。ですか

迅速化を図ることを目的にしていま

らバンダイで働きたい人やナムコで

す。この一環としてバンダイロジパ

働きたい人を両社の枠を超えて公募

ルを100％子会社にし、グループ機

し、人事異動に活かしていく予定で

能会社としてグループ貢献に軸足を

す。また、バンダイとナムコにはそ

置いて取り組んでもらいます。この

れぞれ次世代のリーダーを育成する

ほかの上場会社についてはこれまで

プログラムがあります。これに両社

と同様、各社の強みを活かした事業

それぞれの社員が参加し、交流を深

を上場会社として展開する予定です。

めていくことも考えています。

次に来年1月1日に、北米における

（次ページに続く）
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エンターテインメント・ハブ構想を推進し
企業のサスティナビリティを実現していく
―― 次世代ゲーム機の登場で開発コ

ています。また、ナムコのロケーシ

ストの高騰が懸念されています。

ョンを使ってバンダイの商品マーケ

須 先日、ナムコが開発中のマイク

ティングを展開したり、ナムコのゲ

ロソフト社のXbox 360用 ソフト

ームコンテンツを商品化・映像化す

「リッジレーサー6」のデモ画面を見

るといったコラボレーションを企画

ましたが、実際の映像以上に迫力の

しています。お互いに相手を活用し

ある映像で驚きました。当然、こう

て自分のビジネスを拡大しようとい

した次世代機のゲームソフトは優れ

う意識を持てば、シナジーは必然的

た技術と開発費が必要ですし、これ

に生まれてくると思います。そのた

まで以上に効率を追求し、精査し、

めにも現場で働く社員の気持ちが大

良い作品に集中的に投資していくこ

切ですし、それが大きなパワーにな

とが必要になります。そういう意味

ります。私は半年後や１年後に、さ

でも、両社のゲーム事業の統合は大

まざまな事業分野で大きな花が咲い

きなメリットがあると考えています。

てくるものと確信しています。

記念となるプレイステーション2用

その一方で、今、ニンテンドーDS専

―― 年末商戦の期待の商品は？

「テイルズ オブ ジ アビス」
、そして

用ソフト「たまごっちのプチプチお

須

バンダイでは、たまごっちプ

「テイルズ オブ」シリーズの10周年

Xbox 360用「リッジレーサー6」

みせっち」が大変好調ですが、こう

ラスシリーズの第3弾「超じんせー

などの楽しみな大型ソフトが発売さ

したコンテンツの魅力を活かすこと

エンジョイ！たまごっちプラス」を

れます。さらに業務用ゲームでは、

ができる既存機種のソフトも、きち

発売しました。また「ふたりはプリ

3D対戦格闘ゲームの「鉄拳5 Dark

んと投入していくべきだと思ってい

キュア マックスハート」
「魔法戦隊マ

Resurrection」
、レースゲームの

ます。バンダイナムコグループでは、
今後もコンテンツの魅力を最大限発

ジレンジャー」
「仮面ライダーヒビキ」 「マリオカート アーケードグランプ
リ」、シールプリント機の「花吹雪」
などの人気シリーズの商品を投入し

揮できる開発体制を臨機応変にユニ

ます。ゲームソフトでは、カプコン

などが続々と登場します。

ット化し、プラットフォームの特性

と共同開発したプレイステーション

―― 企業経営にとって大切なサステ

とマッチングするソフトをマルチプ

2専用の「機動戦士ガンダムSEED

ィナビリティ（持続的発展）につい

ラットフォーム展開します。

連合 v s . Z . A . F . T . 」、「 N A R U T O

てはどのように考えていますか？

―― 事業面でシナジー効果は発揮さ

−ナルト−ナルティメットヒーロー

れていますか？

3」
、任天堂と共同開発したゲームキ

代にあって、一つの会社やグループ

ューブ用「SDガンダム ガシャポン

に閉じこもっているようでは、企業

ウォーズ」などがあります。

の継続性や成長性はあり得ません。

須

バンダイナムコグループの戦

略説明会でもお披露目したアミュー

須

今日のように変化の激しい時

ズメントマシン「機動戦士ガンダム

またナムコからは、プレイステーシ

ですから今回、バンダイとナムコが

戦場の絆」以外にも、着々と進行し

ョン2専用「ソウルキャリバー3」、

経営統合しましたが、これで終わり
ではなく、さらにいろいろな企業や
グループと一緒に企業のサスティナ
ビリティを実現していきたいと思っ
ています。これはM&Aか、資本参
加か、あるいはコラボレーションか

木九四郎会長

わかりませんが、いずれにしても事
業面でも経営面でも、バンダイナム
コホールディングスはオープンな企
業グループでありたいと思います。

須武男社長
バンダイナムコホールディングスの設立披露会で壇上に立つ役員（11月1日）
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それとともに、我々のようなビジネ
スは社員という財産がなければ企業

バンダイナムコグループの再編と今後の展望
価値は無に帰してしまいますし、社

中継点であるハブ空港をイメージし

ニットは5つですが、これを次の3

員の協力がなければ企業の力は一遍

たもので、ハブ空港に来れば世界中

年間で1つでも2つでも増やしてい

に萎えてしまいます。ですから、た

に繋がるいろいろな航路があるよう

きたいと考えています。

とえばM&Aを実行するにしても現

に、バンダイナムコグループに来て

場の声も取り入れながら、バンダイ

もらえれば、パートナー企業のコン

本当に素晴らしいことだと皆さんか

ナムコグループの将来を考えて一番

テンツを玩具にも、アパレルにも、

ら認めていただけるように、これか

適切な選択肢を選ぶべきだと考えて

ゲームや菓子にも、多様に活用して

らさまざまなシナジーを実現させて

います。

いただくことができるということで

いくことが大切です。バンダイナム

―― 次期・中期経営計画の策定は？

す。これはライセンサーにとっても

コグループは、まだ助走を始めたに

須 現在、2006年度からスター

メリットと感じていただけるでしょ

過ぎません。これからどんどん加速

トする新・中期経営計画の策定を進

うし、このようなオープンな関係を

して、バンダイナムコグループのミ

めています。この中で一つだけはっ

さまざまな企業と築いていきたいと

ッションである「夢・遊び・感動」を

きりしていることは、バンダイナム

思っています。また我々も、ハブ空

エンターテインメントを通じて世界

コグループの目指す方向性が「エン

港のような機能を持つことで、外部

中の人々へ提供していきます。

ターテインメント・ハブ構想」にあ

から新しい風を取り込むことができ

るということです。これは飛行機の

ます。現在、我々の戦略ビジネスユ

バンダイとナムコの経営統合が、

これからも皆様のご支援、ご協力
をよろしくお願い申し上げます。

Financia l Dat a

2006年3月期 中間決算

バンダイナムコグループは、2006

高などによる市場低迷の影響を受けま

年3月期中間期（2005年4〜9月）

した。一方、欧州地域やアジア地域は

の業績を以下通り発表しました。

堅調に推移しました。

ーク事業では、モバイル機向けコンテ

◆トイホビー事業

◆ゲームコンテンツ事業

ンツの「GNOモバイル」やゲームコ

◆ネットワーク事業
バンダイネットワークスのネットワ

国内では、
「ふたりはプリキュア マ

家庭用ゲームソフトは、国内ではプ

ンテンツが好調に推移したほか、携帯

ックスハート」などの女児向け玩具や

レイステーション2専用ソフト「第3

電話機向け新規技術の提供や企業向け

子供用衣料、
「たまごっちプラス」シ

次スーパーロボット大戦α」
「ドラゴ

ソリューション・WEBコンテンツな

リーズが大変好調に推移しました。ま

ンボールZ Sparking！」などが、米

どが業績に貢献しました。

た新規カテゴリーの「データカードダ

国地域ではPSP専用「リッジレーサ

◆映像音楽コンテンツ事業

ス」が好スタートを切るとともに、男

ー」
、欧州・アジア地域ではプレイス

昨年よりテレビ放送を開始した「機

児向けでは「魔法戦隊マジレンジャー」

テーション2専用ソフト「鉄拳5」な

動戦士ガンダムSEED DESTINY」が

の玩具、
「甲虫王者ムシキング」の子

どが好調に推移しました。

高いグループシナジー効果を発揮する

供衣料などが人気となりました。

業務用ゲーム機は、国内の「アイド

とともに、OVA「スーパーロボット大

ルマスター」やアメリカ地域の「湾岸

戦 ORIGINAL GENERATION THE

開が下期に集中していますが、堅調な

ミッドナイトMAXIMUM TUNE2」

ANIMATION」
、劇場アニメ「スチー

推移となり、欧州・アジア地域は「パ

などが好調でしたが、一部製品の発売

ムボーイ」のパッケージソフトが業績

ワーレンジャー」
「たまごっちプラス」

時期を変更した影響を補うには至りま

に貢献しました。

シリーズが好調に推移しました。

せんでした。

海外では、米国地域は主力商品の展

◆アミューズメント事業

2006年3月期通期の連結業績は、

一方、ナムコのモバイル機向けコン

国内では、
「アイドルマスター」な

テンツは、国内で「太鼓の達人」など

売上高4,700億円、経常利益441億

どを投入して新規顧客層獲得に注力し

が好調に推移し、会員数が100万人

円、当期純利益244億円を計画して

たほか、前年度に出店した大型アミュ

を突破しました。

います。

ーズメント施設や「浅草花やしき」が
業績に貢献しましたが、全体としては
市場低迷の影響を受けました。
海外では、米国地域は効率化やコス
ト削減などの継続推進により回復傾向
にありますが、ハリケーンやガソリン

（単位：百万円）

2005年度中間期の連結業績

売上高

（2005年4月〜2005年9月）

218,873

2005年度通期の連結業績予想

売上高

（2005年4月〜2006年3月）

470,000

営業利益
17,546
営業利益
44,200

経常利益
18,224
経常利益
44,100

中間純利益
7,834
当期純利益
24,400

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。
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News Topics
玩具菓子「神羅万象チョコ」シリーズが
約半年で累計販売数1,000万個を突破
バンダイのキャンディ事業部が今

どのデータが記載されており、
「神羅

年 3 月から発売している玩具菓子

万象」の世界を楽しむことができま

しんらばんしょう

「神羅万象チョコ」シリーズ（各

す。カードに描かれた多彩なキャラ

105円）が、10月末時点で累計販売

クターの魅力と、イラストのクオリ

数1,000万個を突破しました。

ティの高さが人気の要因となってお

「神羅万象チョコ」はウエハースチ

り、小学生男児を中心に、
「神羅万象

ョコ1枚と、個性豊かなオリジナル

チョコ」のカードをコレクションす

キャラクターのイラストが描かれた

る子供たちが増えています。

プラスチックカード1枚（各弾30種）

バンダイでは、今後、ガシャポン

を同梱した商品で、現在、第3弾ま

などでもキャラクターを商品展開し、

で発売されています。カード裏面に

「神羅万象チョコ」の世界をますます

は各キャラクターの種族や必殺技な

盛り上げていく計画です。

バンダイがポーター賞を受賞
独自のビジネスモデルが評価

る戦略を実行する企業や事業部を表

バンダイはこのほど、一橋大学大

自性、戦略の一貫性、資本の効率的

バンダイが 今 年 9 月 に発売した

学院国際企業戦略科が主催する

な利用、独自のバリューチェーンな

ニンテンドーDS専用ソフト「たま

「ポーター賞」を受賞しました。ポー

どさまざまな視点で行われ、2005

ごっちのプチプチおみせっち」と、

ター賞は競争戦略論と国際競争力研

年度はバンダイを含め4つの企業・

10月に発売したプレイステーショ

究の第一人者である米国ハーバード

事業部門が表彰されました。バンダ

ン 2 専用ソフト「ドラゴンボールZ

大学のマイケル・Ｅ・ポーター教授を

イの受賞は、キャラクターマーチャ

Sparking ! 」が、好調なスタートを

アドバイザーとして創立された賞で、

ンダイジングに特化し、独自のビジ

切っています。
「たまごっちのプチプ

製品・プロセス・経営手法においてイ

ネスモデルを築いている点などが評

チおみせっち」は、たまごっち本体や

ノベーションを起こし、独自性があ

価されたものです。

登場キャラクターの人気などもあっ

彰するものです。
審査は、収益性、他社と異なる独

©BANDAI・こどもの館

たまごっち、ドラゴンボールZ
のゲームソフトが好調に推移

て小学生女児を中心に支持され、12

バンダイが玩具業界初の「環境報告書」を発行

月末までに70万本を出荷予定です。
一方、欧米と国内で同時展開してい
る「ドラゴンボールZ Sparking!」

バンダイは2003年1月よりグループ横断の「環境

は、12月末までに国内57万本、海

プロジェクト」を発足し、「容器包装材の削減」「環境
ホルモンの禁止」「C.O.C（コードオブコンダクト）」

外108万本以上を出荷する予定です

を柱にさまざまな活動に取り組んできましたが、この

（出荷予定数は11月中旬時点での見

ほど、その活動と成果をまとめた「バンダイグループ

込み）
。

環境報告書2005」を玩具業界で初めて発行しました。
バンダイナムコグループでは、今後、環境プロジェク
トの新委員長に就任したバンダイムコホールディング
スの橘正裕取締役を中心に、グループ一丸となって環
境問題への対応や品質管理をさらに推進するとともに、
エンターテインメント企業ならではの視点から、未来
を担う子供たちに環境の大切さを伝えていくための取

バンダイグループ環境報告書2005
©1999 BANDAI・WiZ

り組みも行っていきます。なお、「バンダイグループ環境報告書2005」は、バンダイ
のホームページ（http://www.bandai.co.jp）からもご覧いただくことができます。
ぜひ、ご一読ください。
©BANDAI・WiZ 2004
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バンダイ関連のニュース
（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）

20〜30代の コドナ をターゲットにした
「KIRAKIRAJAPAN」プロジェクト始動
く多彩なクリエイターた
ちとタッグを組み、今年
秋から「 K I R A K I R A
JAPAN（キラキラジャ
パン）」プロジェクトを
スタートさせました。こ
れは「おもちゃ＝子供」
という概念を刷新し、
2 0 代 〜 3 0 代の「コド

20Q（トゥエンティキュー）

ナ」（子供と大人の中間

発売中／2,100円 プレイトイ事業部

を意味する造語）をター
や コト

モノ

を提案しよう

というもので、
「太陽のようにキラキラと光り輝く日本を世界
に発信していきたい」ということから命名されました。
このプロジェクトは、2002年に「バンダイグループ感動
創造論文」でグランプリを受賞した企画がベースになってお
り、レディースインナーブランド「m i・ke・ra（ミケラ）」
を立ち上げたバンダイ・アパレル事業部の布施美佳子がプロデ
ューサーを担当。ニットブランド「LOVE BEVVY（ラブベ
ビー）
」を立ち上げます。また、スタイリストの飯嶋久美子氏
のトータルコーディネートにより、多数のクリエイターとコ
ラボレーションを展開していきます。また、参加クリエイタ
ーの一人である山本哲也氏がデザインした「POTTO（ポト）
」
が、11月8日の「2006年春夏東京コレクション・ウィーク」
でファッションショーを行い、注目を集めました。

「仮面ライダーヒビキ ディスクアニマル」など
グループ3社の製品がグッドデザイン賞受賞
薄い円盤形状からさまざまな動物形状に変形する「仮面ラ
イダーヒビキ

発売中／9,975円（税込） ボーイズトイ事業部
「魔法戦隊マジレンジ
ャー（テレビ朝日系、
日曜朝 7：3 0 〜／一部
地域を除く）
」に登場す
る２体のマジン「マジ
ファイヤーバード」と
「マジライオン」が、レ
ジェンドパワーにより
パワーアップし、敵の
©2005 テレビ朝日・東映AG・東映
地底冥府インフェルシ
アとの最後の戦いに向けて伝説合神。電動アクションによ
り「マジレジェンド」が完成します。

バンダイは今をときめ

ゲットに新しい

魔法戦隊マジレンジャー 伝説合神DXマジレジェンド

ディスクアニマル」シリーズが、このほど

日本産業デザイン振興会主催の「2005年度 グッドデザイン
賞」
（商品デザイン部門）を受賞しました。これは「テレビキ
ャラクターのデザイン形状を忠実に再現しつつ、立体物を折
りたたむとシンプルな薄い円盤になるという意外性のある画
期的な機能」や、
「年齢にかかわりなく誰でも扱える分かりや
すい操作性」が大変優れていると評価されたものです。
このほかバンダイナムコグループでは、㈱メガハウスが発売
きわめ

したオセロの超ミニ版「オセロ極 」シリーズや、ナムコのプレ
かたまりだましい

イステーション2専用ソフト「みんな大好き 塊 魂」
（6ページ
参照）も商品デザイン部門でグッドデザイン賞を受賞しました。

アメリカで 2 0 0 万個以
上を販売し、大ヒットとな
った携帯型人工知能ゲー
ム「 2 0 Q 」が、日本語版
で登場。固有名詞以外の
©2003 RADICA GAMES LTD.
好きなものを思い浮かべ、約20の質問に「はい」
「いいえ」
などと答えるだけで、それをズバリと当てます。日本語版
の発売にあたり、日本人のデータを収集し、日本固有のも
のや流行などを網羅。驚異の的中率を実現しました。

マスターグレード 1/100スケール ゼータガンダム Ver2.0
発売中／5,250円 ホビー事業部
25年にわたるガンプラのノウ
ハウを結集した最新鋭機が登場
しました。前作以上の精度によ
る完全変形はもちろん、
「モビル
スーツ」
「ウェーブライダー」の
両形態を保持する ロック機構
や、モビルスーツ時の アクシ
ョン性能 を強化。ビームサー
ベルなどのオプションと組合せ ©創通エージェンシー・サンライズ
たポーズ再現や、付属のディスプレイベースによって発進
シーンなどの飛行状態ディスプレイも可能です。

シナモロールウィンターグッズ
ソリ（2,079円）、スノトレ（3,045円）＝発売中
スキーウェア（12,915円）＝12月中旬発売

スキー板（15,540円）、
アパレル事業部

女の子に大人気のシナモロールのウィンターグッズが、
スポーツショップ「スーパースポーツゼビオ」で順次発売
中です。ソリ、スノトレ、スキー板、スキーウェアの４点で、
なかでもプロスキーヤーも認めるオーストリア製のスキー
板は、大人も納得する
本物志向の商品です。
子供と初めて雪上で遊
ぶファミリーが、冬を
まるごと楽しめるよう
に、シナモロールのウ
インターグッズで応援
します。
©2002, 2005 SANRIO CO., LTD. (K)
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News Topics
次世代ゲーム機「Xbox 360」向けに
「リッジレーサー6」などを日米欧で発売
ナムコは、12月10日に発売され

ブロードバンド

るマイクロソフト社の次世代ゲーム

に接続すること

機「Xbox 360」向けに、レース

でオンライン対

ゲーム「リッジレーサー6」とアク

戦、世界統一の

ションアドベンチャーゲーム「フレ

グローバルタイ

ームシティ」を日米欧で発売します。

ムアタック、追

「リッジレーサー6」
（7,140円）

加コンテンツの

次世代ゲーム機ならではのスピード感を楽しめる「リッジレーサー６」
©2005 NAMCO LTD., ALL RIGHTS RESERVED

はXbox 360本体と同時発売を予

ダウンロード、ボイスチャットなど

にした国際色あふれる世界表現と自

定しており、次世代ゲーム機ならで

が楽しめます。

由度の高いゲーム性、ドラマティッ

はのスピード感が体験できます。ま

一方、
「フレームシティ」（今冬発

クかつハードボイルドなストーリー

た、Xbox 360のオンライン機能

売予定、価格未定）は、Xbox 360

展開が魅力のアクションアドベンチ

である X b o x L i v e にフル対応し、

の優れた演算・描画処理能力が可能

ャーゲームです。

大阪にナムコ初の温浴施設
「スパリゾート リバティ」開業

ナムコ・ナンジャタウンに
「ミラクルフルーツカフェ」オープン

ナムコ初の温浴施設である「スパリゾート リバテ

新コンセプトの「ミラクルフルーツカフェ」が、11月

ィ」が、12月3日に大阪府岸和田市にオープンしま

22日、池袋サンシャインシティの「ナムコ・ナンジャタ

した。この施設は今年10月末に事業承継を行った

ウン」内にオープンしました。これはレモンを丸かじりし

「クアオルト・リバティ 泉州健康センター」に改装

ても甘く感じる味覚修飾植物 ミラクルフルーツ の特性

を加えたもので、天然温泉のほか、アミューズメント

を活かし、
「甘く美味しいスイーツを思い切り食べたいが、

コーナーやレストラン、大宴会場などを併設し、家族

カロリーを採りすぎたくない」という女性の悩みを解消す

連れから高齢の方まで幅広い年齢層のお客様に楽しん

るヘルシー＆ビューティーカフェです。ケーキやパフェ、

でいただける施設となっています。

アイスクリームなど、通常では300〜500kcalほど摂

今回の改装では、ナムコがロケーション施設の運

取してしまうスイーツでも、酸味を甘味に感じさせるミ

営などで50年にわたり追求・創造してきた新しい

ラクルフルーツを使えば、糖分を抑えた100kcal以下の
メニューでも驚くほど甘く美味しく食べることができま

サービスを導

す。店舗では100kcal以下でラインナップされたケー

入し、おもて

キ、パフェ、シャーベ

なしの中に
癒し

ット、スムージーなど

と

の幅広いスイーツメニ

リフレッシ

ューを揃えています。

ュ の要素を

このほか、1 1 月 2 1

取り入れ、若

日にオープン2周年を迎

い世代にも楽

えた「自由が丘スイー

しんでもらえ

ツフォレスト」や、12

る要素をふん

「スパリゾート リバティ」のイメージ図

だんに盛り込
むなど、エン
ターテインメ

大阪府岸和田市並松町25-17

では、新しい店舗のオ

施設面積 1万1,000平方メートル

ープンやクリスマス限

ント性の高い

営業日時 年中無休（24時間営業）

定スイーツなど、 甘い

施設として生

利用料金 大人（中学生以上） 1,890円
小人（小学生以上）

945円

クリスマス企画

まれ変わりま

幼児（２歳以上）

525円

した。
6

「神戸スイーツハーバー」

施設概要 スパリゾート リバティ
住 所

月3日に1周年を迎えた

BANDAI NAMCO NEWS

催しています。

を開
ミラクルフルーツ を使ってカロリーを
100kcal以下に抑えたスイーツメニュー

ナムコ関連のニュース
（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）

ゲームソフト「塊魂」シリーズが
2年連続でグッドデザイン賞受賞
ナムコが今年7月に発売したプレイステー
かたまりだましい

ション 2 専用ソフト「みんな大好き 塊魂 」
（5,229円）が、商品デザイン部門で日本
産業デザイン振興会が主催する「グッドデザ
イン賞」を受賞しました。これは前作の「塊
魂」
（2004年3月発売、4,725円）に続き
2年連続の受賞で、前作を上回る作品として、
ゲームの美しさ、独創性、魅力が高く評価さ

PS2専用ソフト「ソウルキャリバーⅢ｣
発売中／7,140円 CTカンパニー
世界最高峰の剣劇対戦アクションと
して高い評価を得ている「ソウル」シ
リーズの最新作。重厚な世界観、爽快
感溢れる武器での攻防、奥深い戦術を
実現するとともに、グラフィックやサ
ウンドのクオリティもアップさせまし
た。新キャラクターの追加はもちろん、
自分だけのキャラクターが作成できる
「キャラクタークリエーションモード」
©1995 1998 2002 2003 2005
NAMCO LTD., ALL RIGHTS RESERVED.
をはじめ、
「ロストクロニクルズモード」
「バトルアリーナモード」など多種多彩なモードを収録しています。

れたことによるものです。
「塊魂」シリーズは、雪玉を転がして大き
くする要領で「塊」を転がし、地球上にある
さまざまなモノをくっつけ、どんどん大きく
していくアクションゲームで、グッドデザイ
ン賞以外にも、
「平成15年度文化庁メディア
芸術祭審査委員推薦作品」に選ばれたり、優
れたゲームソフトを表彰する米国の「第8回
Annual Interactive Achievement
Awards」で2部門を受賞するなど、国内外
で高い評価を得ています。

鉄拳5 DARK RESURRECTION
今冬導入／出荷時プレー価格：１プレー100円（カード購入500円） AMカンパニー
業務用ゲーム機として1994年に発売して以来、世界中で人気を博している
3D対戦格闘ゲーム「鉄拳」シリーズの最新作。新キャラクターにストリート
ファイト、コマンドサンボという戦闘スタイルをもつ２人が登場したほか、キ
ャラクターカスタマイズ用の新アイテム
や対戦ステージも、前作から大幅にボリ
ュームアップ。さらに、家庭用ゲームソ
フト版での特典だった著名クリエイター
によるコスチュームも選択可能となり、
進化した「鉄拳」の世界を存分に楽しむ
ことができます。
©1994,1995,1996,1999,2001,2004,2005 NAMCOLTD.,ALL RIGHTS RESERVED.

今回の「みんな大好き塊魂」は、 国境も
年齢も性別も越えて、誰もがすぐに楽しめる
をコンセプトに、前作のシンプルな操作性や

マリオカート アーケードグランプリ
12月導入／出荷時プレー価格：１プレー200円（カード購入200円） AMカンパニー

ゲーム性をそのまま受け継ぐ一方で、プレイ

任天堂の大人気家庭用レースゲーム「マリオカ
ート」の業務用ゲーム化権をナムコが取得し、製
品化した業務用レースゲームです。さまざまなア
イテムを使ってライバルを攻撃しながら順位を競
う従来のシステムを踏襲しつつ、プレーヤーの顔
写真を撮影してカート上に表示するといった業務
用ゲーム機ならではのレースを楽しむことができ
ます。また、カードにゲームの進行度やアイテムな
どが記録できるので、継続して、しかも一人でも、
複数対戦（４台通信まで）でもプレイが可能です。

ヤーがより一層楽しめるモードやステージを
充実させており、遊ぶほど楽しさが広がるこ
とから、国内外で人気となっています。また、
音楽、映画、舞台、モデルなどで活躍中の
10組の個性派アーティストとのコラボレー
ションによるBGMも話題を集めています。
なお、ナムコでは12月22日に、プレイ
ステーション・ポータブル用ソフト「僕の私

©2005 NAMCO LTD., ALL RIGHTS RESERVED.
MARIOKART is a registered trademark of Nintendo. Licensed by NINTENDO

の塊魂」
（5,040円）を発売する予定です。
花吹雪

12月初旬導入／出荷時プレー価格：１プレー400円 AMカンパニー
女子中高生から高い支持を得ているシールプリント機「花鳥風月シリーズ」
の最新機。直前に撮った画像を見ながら合計４回まで重ね撮りができる新しい
遊びの要素を取り入れた「重ね撮り」
や、８灯のストロボ、超高発色シール
を採用することで徹底した美肌画質を
実現した「きれい撮り」の２コースで
撮影が可能です。年間5,000人以上の
女子中高生に綿密なリサーチを繰り返
し、ユーザーが求めるトレンドをしっ
かり掴んだ製品に仕上げました。
©2003 2005 NAMCO LTD., ALL RIGHTS RESERVED.

©2005 NAMCO LTD., ALL RIGHTS RESERVED.
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クターを使った

バンダイネットワークスが欧州で
iモード向けコンテンツサービス開始

ゲームを提供する
モバイルゲームの

バンダイネットワークス㈱（大下

していく予定

総合サイト。現在、

聡社長、JASDAQ上場）と、フラン

です。サイト

世界6か国で配信しており、主なコ

スのグループ会社 B A N D A I S . A .

利用料金は、

ンテンツとして、スポーツ（テニス、

（松尾昌幸社長）は、今年10月より

英国が3ポン

サッカー、カーレーシング）、アク

英国とアイルランドの i モードサービ

ド、アイルラ

ション（飛行機着陸シミュレーショ

ス向けにモバイルゲーム総合サイト

ンドが3ユー

「Bandai Pocket」を開始しまし

ロで、サイト

ン）
、パズル、アーケード（ブラック
「たまごっち」の携帯用ゲーム
©BANDAI・WiZ 2004

た。本サイトでは、携帯電話向けに

内のゲームは30日間遊び放題です。

があります。

完全移植した「たまごっち」のゲー

◆Bandai Pocket

◆バンダイネットワークス本社移転

国境を越えて世界7か国のユーザ

バンダイネットワークスはこのほ

サービス開始時に合計13本のゲーム

ー同士でゲーム結果をランキングで

ど本社を移転し、以下の新住所で営

コンテンツを提供。さらに今後も毎

競うことができるほか、機動戦士ガ

業を開始しました。

月1本ずつゲームコンテンツを追加

ンダムやハローキティなどのキャラ

住所 東京都港区東新橋1-6-1-21F

ムを欧州で初めて配信しているほか、

北野武監督最新作「TAKESHIS'」 絶賛公開中

劇場版「機動戦士Zガンダム」
第3部を来年3月に公開

バンダイビジュアル㈱（川城和実社長、東証2部上場）が製作参

バンダイナム

加している北野武監督の最新作「TAKESHIS'」が、11月5日

コグループの

に全国公開されました。北野監督にとって12 作品目となる

㈱サンライズ

「TAKESHIS'」は、第60回ベネチア国際映画祭で監督賞を受賞

（吉井孝幸社長）

した前作の「座頭市」から2年を経て公開された待望の作品で、北

が企画制作し、

野監督自らが主人公の2人の男を演じています。芸能界で成功を

バンダイビジュ

収めた人気タレント ビートたけし

と、コンビニで働く売れな

アルが製作協力

い役者 北野 の2人の世界が次第に重なり合い、混沌としてい

する劇場版 3 部

く様子を、監督ならではの斬新な映像手法で描き出し、観る者を

作「機動戦士 Z

圧倒します。

ガンダム」の最

©創通エージェンシー・サンライズ

「TAKESHIS'」は、第62回ベネチア国際映画祭コンペティシ

後を飾る第3部「機動戦士ZガンダムⅢ

ョン部門に正式出品され、9月2日に サプライズ・フィルム （上

ー星の鼓動は愛ー」が、来年3月4日に

映時間直前まで作品名・監督名などすべての情報が秘密にされた）

公開されることが決定しました。今年5月

という特別待遇によって世界で初めて上映されました。これによ

に公開された第1部「星を継ぐ者」は10

り国内外のメディ

月にDVDソフトを発売。初回出荷20万

アから一斉に注目

枚のヒットとなりました。またDVD発売

を集め、「世界の

の翌日には第2部「恋人たち」を公開。初

キタノ」を強く印

日2日間で興行収入1億2,000万円と好

象付ける結果とな

調な実績をあげています。
また、劇場公開と連動して関連商品の

りました。
来年からはアメ

発売をグループ全体で展開し、第1部の

リカ、ヨーロッパ

DVDソフトを第2部上映の劇場窓口に持

など世界40か国

参すると割引料金で鑑賞できるなど、ユ

以上での上映が予
定されています。

ビートたけしが芸能界の大スター「ビートたけし」と、
役者を目指すコンビニ店員「北野」の２役を演じている
©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
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ジャック、オセロ、ビリヤードなど）

BANDAI NAMCO NEWS

ニークなサービスも行っています。
（10ページに担当プロデューサーのイン
タビューを掲載しています）

グループ会社のニュース
（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）

芸能発祥の地・浅草から
「花やしき少女歌劇団」デビュー
㈱バンプレスト（仲田 司社長、東証1部上場）のグループ
会社で、遊園地「浅草花やしき」を運営する㈱花やしき（田中
英利社長）が、このほど「花やしき少女歌劇団」を結成しまし
た。劇団は7歳〜15歳の少女12名からなり、7〜10歳の
「小さい花」チームと、11〜15歳の「可愛い花」チームの2
チームで構成。9月18日に開催されたお披露目会では、遊園
地関係者を前にテーマソングやダンスを発表しました。
振り付けは、
「モーニング娘。
」をはじめ、数多くのトップ
アイドルを育ててきた夏まゆみ氏が監修しており、 華やかな
舞台を夢見て芸能発祥の地・浅草からスタートする少女たち
の夢追い物語

を歌やダンスで表現します。

「花やしき少女歌劇団」
では、今後、浅草発の
新しいエンターテイン
メントの創出・発信を目
指すとともに、多くの
人びとに夢や感動を提
供していきたいと考え
ています。

ナムコ・ネットワークス・アメリカ設立
米国でモバイルコンテンツ事業の拡大を図る
バンダイナムコホールディングスは、米国でモバイルコン
テンツ事業の拡大を図るため、来年 1 月 に設立予定の
NAMCO BANDAI Holdings（USA）Inc.の100％子会

バイクヘルメット「TYPE RX-78 GUNDAM」
注文受付中、商品お届け予定2006年4月末／20,790円
バンダイネットワークス㈱
オリジナルのバイクヘルメットシリーズ第 1 0 弾です。
第１弾の「バイクヘルメット T Y P E C H A R 」（約
2,500個受注）から始まり、シリーズ４年目にしてついに
ガンダムカラーが登場。トリコロールカラーをベースに、
モビルスーツのヘッドパーツとボディパーツをイメージし
たカラーデザインを施し、サンバイザーの着脱により２形
態での使用が可能です。そ
のほか、地球連邦軍マーク
印刷のヘルメット収納袋が
付属されています。完全受
注生産の限定商品で、eコ
マースサイト「 L a L a B i t
Market」およびモバイル
コマースサイト「バンダイ
キャラストア」で予約受付
しています。
©創通エージェンシー・サンライズ

シーカクテル
12月上旬発売／14,800円 ㈱バンプレスト
「シーカクテル」は、LEDライ
トで再現した海の中を大小の
「人工クラゲ」が泳ぐ 癒し系グ
ッズ です。クラゲは神秘的な
生態と幻想的な外見で人気が高
いものの、非常にデリケートで
飼うのが大変な生き物です。
「シ
ーカクテル」はそんなクラゲの
動きを、ほとんどメンテナンス
のいらない人工物で再現しまし
た。60分自動消灯タイマー機能
付きで、就寝時に眺めながら楽
しむなど、さまざまな使い方で
癒しを楽しむことができます。

社として、NAMCO NETWORKS AMERICA INC. を設
立します。現在、ナムコの米国における携帯コンテンツの開
発・配信サービスは、アミューズメント機器の製造・販売など
を手がけている米国子会社のNAMCO AMERICA INC.が、
事業の一部門として運営しています。しかし、今後さらに加
速するであろう市場の成長に対応し、スピーディな事業展開
と高品質なコンテンツ提供を目指すため、モバイル事業を中
心とした子会社を設立することになりました。
◆NAMCO NETWORKS AMERICA INC.の概要
資本金
設立日
本 社
代 表
事業内容

100万USドル
2006年1月1日
米国カリフォルニア州
代表取締役社長 久恒健嗣
①各種モバイルOS向けゲームコンテンツ開発、アプリ
ケーション開発と配信業務
②着信メロディの配信業務
③待受け画面の配信業務
④アグリゲーション業務
⑤ネットワークアプリケーション開発・配信業務

DVD「ウルトラマンマックス 1」
12月23日発売／2,100円 バンダイビジュアル㈱
放映中の「ウルトラマンマックス」
（CBC・TBS系、毎
週土曜日朝7時30分〜）がDVDで登場。
「超光速」がテー
マの 史上最強のウルトラマン の前に、バルタン星人、ゼ
ットン、エレキングといった伝説の怪獣たちが立ちはだか
ります。スタッフには「あずみ２」の金子修介監督や「妖
怪大戦争」の三池崇史監督な
ど、日本を代表するクリエイ
ターが多数参加しています。
なおTVシリーズと並行して、
子供向け特別編集版「ウルト
ラマンマックス 怪獣大図
鑑！」
（発売中）と、
「ウルト
ラマンマックス マックス＆
DASHのひみつ！」
（2006
年1月27日発売予定）
、
「ウル
トラマンマックス 怪獣大図
鑑２！」（2006年3月24日
発売予定）も発売されます。
©2005 円谷プロ・CBC
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Business Angle
チームナンジャのフードテーマパークから
新しいファッションや文化を発信していく

ます。つまり千円札1枚で、非日常

ナムコでは、統一されたテーマ（物語）のもと、複数の飲食店舗が集合した新し

他の集合飲食施設との決定的な違い

い形態の娯楽施設「フードテーマパーク」を2001年からプロデュースしてい

ではないかと思っています。

ます。すでに全国18か所に広がるこれらの施設は、いずれも高い集客力を誇

―― 施設をプロデュースしていくま

り、その波及効果は商業施設だけではなく、地域の活性化を促進してきました。

での流れを教えてください。

今回は企画設計集団「チームナンジャ」を率い、フードテーマパークの第一人

池澤

者として活躍するナムコの池澤 守執行役員にインタビューしました。

からプロデュースの依頼があり、そ

的な空間の中で本物の味が楽しめる
というわけです。こうした要素が、

まず商業施設などの事業母体

れを受けて我々がフードを選定しま
――チームナンジャのミッションは？

全国18か所でフードテーマパーク

す。フードはその土地柄や施設の

池澤

を手がけており、いずれも年間100

ターゲット層などに応じて検討しま

中心としたさまざまな施設で、強力

万人以上の集客力を誇っています。

す。フードが決まったら、今度はテ

な集客装置となるフードテーマパー

なかでも今年2月に千葉県船橋市の

ナントを誘致します。日頃からさま

クを企画からオープンまで一括して

TOKYO-BAYららぽーと内にオー

ざまな情報を吟味して収集してお

手がける日本で唯一のプロデュース

プンした「東京パン屋ストリート」

り、最終的にはスタッフの判断で決

集団です。チームの構成は、フード

は、年間150万人の目標を5か月で

定します。我々のフードテーマパー

テーマパーク全体のコンセプトを考

達成し、大変好調です。

クは一般の方々を対象としているの

え、それを実行に移すプラン構築を

―― チームナンジャが手がけるフー

で、本物であることに加え、大半の

担うプロデュース部門、フードテー

ドテーマパークの特徴は？

人が美味しいと感じる大衆性がポイ

マパーク内の空間作りを担当する環

池澤

我々が最も重視しているのは

ントになります。環境演出について

境演出部門、アトラクションに相当

「安・本・楽」、つまり「安くて、本

は、たとえば「 池 袋 餃 子 スタジア

するテナントを選ぶキャスティング

物で、楽しい」ということです。具

ム」ならば「昭和30年代をイメー

部門、情報発信や話題作りを行うプ

体的には、集客力を最大化させるた

ジした町並み」というように、テー

ロモーション部門に分かれており、約

めに入場料を無料にしていること、

マに基づいたバックストーリーを作

50人のスタッフが所属しています。

各地の名店を一同に会していること、

り、それをベースに非日常空間を作

――何か所ぐらいあるのですか？

そしてエンターテインメントに軸足

っています。こうした演出を通じて、

池澤 2001年にオープンした「横

を置き、テーマパークとしての要素

美味しさの最大化を図っているわけ

濱カレーミュージアム」を皮切りに、

を強調していることなどが挙げられ

です。

チームナンジャは商業施設を

Portrait

劇場版「機動戦士Zガンダム」のプロデューサー

バンダイビジュアル㈱ 第3プロデュースグループ ゼネラルマネージャー
今年５月に公開された劇場版３部作「機
動戦士Ｚガンダム」の第１部が、全国興行
成績ランキングで５週連続トップ 1 0 にチ
ャートインし、８億円を超す興行収入を記
録。10月29日に公開された第２部「機動
戦士ZガンダムⅡ―恋人たち―」も好調に
推移しています。今回はこの作品にプロデ
ューサーとして参加しているバンダイビジ
ュアル㈱の久保 聡に話を聞きました。
どのような役割を担っているのですか？
この作品は、原作・脚本・絵コンテ・総監
督を富野由悠季さんが、アニメーションの
企画・製作をバンダイナムコグループのサ
ンライズが、そして配給を松竹㈱が行って
います。バンダイビジュアルは製作協力と
いう立場で、作品を送り出すにあたっての

10
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久保

聡

コンセプトリーダーを任されており、劇場
版公開やDVD発売時期の調整・決定や、宣
伝・マーケティングなどを行っています。
劇場版は 新訳 だそうですね？
制作初期に絵コンテを読み、
「これはす
ごい作品ができる」と感じました。そこで、
この作品はテレビアニメを単に劇場版にし
たのではなく、新しく解釈した作品である
ことが伝わるように、 New Translation
というフレーズを副題につけたんです。お
陰様で20年前にテレビアニメを見ていたフ
ァンからも高く評価されていますし、
「機
動戦士ガンダムSEED」シリーズを見てい
る今の子供たちからも支持されています。
宣伝面の工夫について教えてください。
３部作ということで、
「次も次も」と劇

©創通エージェンシー・サンライズ

1 9 9 5 年入社。実
写・アニメーショ
ンなどさまざまな
作品のプロデュー
スを担当し、８年
前からガンダムに
関わるように。本
人曰く、プロデュ
ーサーの仕事と
は、「作品に艶を
かけること」

場で観たくなるような仕掛けが必要ですか
ら、第１部のDVD発売と第２部の映画公
開の告知を一緒に行うクロスプロモーショ
ン形式で宣伝したり、第２部の映画公開前
に第１部をバンダイチャンネルでブロード
バンド配信するなど、さまざまな機会を設
けて作品に触れていただくようにしていま
す。来年３月４日公開の第３部も作品的に
は良いものができあがってきました。あと
はプロモーションで、ガンダム担当の意地
を見せたいと思っています（笑）
。

株式会社ナムコ 執行役員 チームナンジャディビジョン リーダー

リラクセーションなど
新たなコンテンツも提案
―― リピーターの確保にはどのよう

池澤 守

ク「りらくの森」を東京・池袋のナ
ムコ・ナンジャタウン内にオープン
しました。これはナンジャタウンに
「遊・食」以外の柱を確立することが

な対策をとっているのですか？

目的です。今の世の中はストレスな

池澤

テーマパークはオープンと同

どから「癒し」へのニーズが非常に

時に陳腐化との戦いが始まりますの

高まっているわけですが、リラクセ

で、新しい魅力やスタイルを持った

ーションの経験者は４割にも満たな

店を次々に紹介していく必要があり

いというのが現状です。この理由は

ます。そのためにテナントの契約期

さまざまですが、本物だけを選りす

間を短く設定したり、期間限定の店

ぐってブランディングすれば、初め

舗を設けたりしています。またメニ

ての方でも安心して楽しく体験でき

ューも、フードテーマパークだけの

るテーマパークを作ることができる

オリジナルを用意するといった工夫

と考えました。その結果、
「りらくの

を凝らしています。ただし、そうや

森」の体験者の実に98％が、
「非常

■池澤 守 執行役員のプロフィール

って目先を変えても、飽きられるこ

に良かった、また来たい」という感

とから逃れることはできません。で

想を残しており、非常に好調です。

すからオープン後は、フードテーマ

――今後の計画を聞かせてください。

パーク全体でファッションや文化を

池澤

発信し続けていくことが必要になり

埋もれていた魅力的なコンテンツや

ます。そのためにも、我々自身がその

ノウハウにスポットを当て、それを

ジャンルの最高権威となって、常に

プロデュースし、大衆的な新しいフ

時代のファッションをリードしてい

ァッションとして定着させてきまし

かなければならないと考えています。

た。今後は海外進出や直営店の運営

＜経歴＞
1955年3月生まれ
79年3月 工学院大学工学部卒業
79年4月 ㈱ナムコ入社
92年2月 都市型テーマパーク「ナムコ・ワンダ
ーエッグ」を企画・運営
92年4月 テーマパーク事業部長
96年4月 テーマパーク事業本部長
96年7月 ビルイン型テーマパーク「ナムコ・ナ
ンジャタウン」を企画・運営
01年1月 フードテーマパーク業を考案し「横濱
カレーミュージアム」をプロデュース
02年4月 ET企画ディビジョンリーダー
05年4月 執行役員
チームナンジャディビジョンリーダー

――食以外の分野にも進出を？

など、さらに可能性を追求していき

池澤

はい。このほどリラクセーシ

たいと考えています。さらに今はフ

いますが、必ずしも「食」だけでは

ョンをテーマにしたヒーリングパー

ードテーマパークという形をとって

なく、生活のあらゆる領域をエンタ

チームナンジャは、これまで

ーテインメントとして捉え、まだ知
られていないコンテンツやノウハウ
を発掘しながら、新しい魅力を提案
していきたいと思っています。もち
ろんバンダイとのコラボレーション
については、お互いのコンテンツや
ノウハウを生かせる多面的な可能性
を模索しており、ぜひとも今後の展
ビルイン型テーマパーク 「ナムコ・ナンジャタウン」

編 集 後 記

大好評のフードテーマパーク「東京パン屋ストリート」

開にご期待ください。

アントマトが運営するレストラン、カ

NEWS」の第2号では、トップメッセ

フェ、ケーキショップなど全国約

ージに加え、バンダイ、ナムコをはじ

バンダイナムコホールディングス

270店舗で使用することができる株

めとするバンダイナムコグループ各社

は、2005年9月28日最終の「㈱バン

主優待券を贈呈します。お近くに店舗

の事業や商品情報、注目の事業や商品

ダイの株主名簿に記載または記録され

がない場合などには、株主優待送付時

に携わる人物を紹介させていただきま

ている67株以上保有の株主」および

に同封する注文書にて菓子などのオリ

した。今後もグループの現状や目指す

「㈱ナムコの株主名簿に記載または記

ジナルギフトをご注文いただくことも

方向性などについて、四半期ごとにお

可能です。

伝えしていきたいと考えております。

録されている100株以上保有の株主」
の方に、保有株式数に応じて㈱イタリ

さて、本紙「BANDAI NAMCO

（経営管理部 広報IR担当）
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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）
ちょう

超じんせーエンジョイ！たまごっちプラス
バンダイは、たまごっちプラスシリー

まごっち同士による赤外線通信や携帯電

ズの第3弾「超じんせーエンジョイ！たま

話との通信遊びはもちろんのこと、パソ

ごっちプラス」
（以下：エンたま）を11月

コンとも連動し、専用ウェブサイト「たま

23日に発売しました。たまごっちプラス

ごっちタウン」へアクセスして遊ぶことが

シリーズは、2004年3月に「かえって

できます。このほか、
「エンたま」発売と

きた！たまごっちプラス」を投入し、その

同時に、サンリオ直営店、サンリオピュー

後、同年11月に「祝ケータイかいツー！

ロランド、ハーモニーランド計163店舗

たまごっちプラス」を発売。2 0 0 5 年

限定でサンリオによるたまごっち関連商

10月末までにシリーズ累計販売数が全世

品を発売。来春には、デジタルデータと

界で1,500万個を突破する人気シリー

カードを融合したマシン「データカード

©BANDAI・WiZ 2004

ズ商品となっています。

ちょう

ダス」との通信遊びの導入も予定してお

これまでと同様に全国の玩具店など約

今回発売した「エンたま」は、これまで

り、遊びのフィールドをさらに拡大させ

3,000か所に設置する予定です。

の「育成遊び」の楽しさをそのままに、た

ていきます。また、前作で好評だった

まごっちが進学したり、就職したりする
＜人生＞の要素を加えました。また、た

「でかたまごっち」も100種類以上のア
イテムを取り揃えてパワーアップさせ、

PS2専用ソフト「テイルズ オブ ジ アビス」
1995年に第1弾ソフト「テイルズ オ
ブ ファンタジア」を発売以来、シリーズ

する計画です。

で以上に深みのあるゲーム性を提供して
います。
ゲーム画面は、3Dグラフィック表現

の代表的な人気ロールプレイングゲーム

をさらに進化させ、タウンやダンジョン

「テイルズ オブ」シリーズ。その10周

（ゲームに登場する洞窟や塔など）では

年記念タイトル「テイルズ オブ ジ アビ

プレイアビリティー（作品の充実度や遊

ス」が12月15日に発売されます。

びやすさ）を追求したカメラ設定により、

イバー」などでお馴染みの藤島康介氏が、

バンダイでは2006年3月末までに、
この「エンたま」を国内で200万個販売

12月15日発売／7,140円 ㈱ナムコ CTカンパニー

累計637万本以上を販売しているナムコ

今作品も「ああっ女神様」
「エクスドラ

プレイヤーがゲームの世界観に入り込み
やすいように工夫しています。

「テイルズ オブ ファンタジア」
「テイル

また、操作キャラクターを自由に動か

ズ オブ シンフォニア」に引き続きキャ

すことができる「フリーラン」を取り

ラクターデザインを手がけ、テーマソン

入れた新戦闘システム「 F R - L M B S

グは男性4人組の実力派バンド BUMP
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（フレックスレンジ リニアモーション バ

した。キャラクターも「テイルズ オブ」

が担当。制作は㈱ナム

トルシステム）」を採用し、より戦略的

シリーズでは初の長身モデルを採用して

コ・テイルズスタジオが手がけ、これま

で奥の深い戦闘が楽しめるようになりま

います。

OF CHICKEN

リーンの翼

12月16日第1話配信開始／1話525円 ㈱バンダイチャンネル バンダイビジュアル㈱ ㈱サンライズ

オンデマンド映像配信事業を展開する

翼」で生み出された海と大地の狭間にあ

㈱バンダイチャンネルと、映像コンテン

る世界「バイストン・ウェル」を舞台に、

ツおよびパッケージソフトの企画製作を

恋と冒険の物語が繰り広げられます。

行うバンダイビジュアル㈱、そしてアニ

今回の取り組みは、ブロードバンド配

メーション制作を手がける㈱サンライズ

信から映像コンテンツの展開をスタート

のグループ3社が、アニメーション「リ

させる新しい試みで、配信プラットフォ

ーンの翼」を共同製作し、12月16日か

ームはパソコンだけでなく、セットトッ

らブロードバンド先行配信を開始します。

プボックス（家庭用テレビに接続してイ

1話30分で、以降、毎月1話ずつ追加し、

ンターネットなどが受信できる装置）
、携

全6話のシリーズ構成となっています。

帯ゲーム機「プレイステーション・ポー

©サンライズ・バンダイビジュアル・バンダイチャンネル

場を拡大していきます。

この作品は、
「機動戦士ガンダム」の原

タブル」、携帯電話などで配信を行いま

作・総監督である富野由悠季氏による完全

す。また、ブロードバンド試写会や「月

なお、バンダイチャンネルは2002年

オリジナル作品で、21年前の人気TVシ

刊ガンダムエース」
（角川書店）でのコミ

10月よりオンデマンド映像配信事業を

リーズ「聖戦士ダンバイン」と、富野氏

ック連載なども同時展開し、ブロードバ

開始し、2005年9月末までの累計視聴

が同時期に発表した同名小説「リーンの

ンド発の映像作品に触れることができる

話数は1,500万話に達しています。

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。

12

発売中／2,940円（6色） ㈱バンダイ ガールズトイ事業部
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