２００５年秋冬新作 ｉアプリゲームタイトル

別紙３

ＩＰ様名

1

タイトル名

コナミ株式会 ウイニングイレブン
社
モバイル

ジャンル

ｽﾎﾟｰﾂ

ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ名
（）内は
記載メニューの
iモード情報料
（税込み）

未定

サービス内容

世界中のサッカーファンから絶大な支持を受けて
いる｢ウイニングイレブン｣が遂に！本格アクション
サッカーゲームとしてiモードで登場！！
ネットワーク性に優れた携帯電話の特徴を活かし
たチーム、選手情報の更新などこれまで実現不可
能だったサービスを展開する予定です。Jリーグを
初めとして、欧州リーグのライセンスを受けたサー
ビスを予定しており、お気に入りのチームでお楽し
みいただけます。「ウイイレ」はボクらの手の中
に！

リリース
予定時期

2

ソニック・ザ・
ヘッジホッグ

ｱｸｼｮﾝ

ソニックカフェ
(月額315円）

あの世界最速のハリネズミが、ついにiアプリで実
現！全世界を席巻したハイスピード・横スクロール
アクションゲーム「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のｉア
プリ版です。全６ステージ完全再現。悪の天才科
学者Ｄｒ．エッグマンから動物たちを救い、世界征
服を阻止してください。

画像は開発中のイメージ画像のため、
実際の画面とは異なる場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

体験
可否
※

今冬予定

※「東京ゲームショウ2005」ＮＴＴドコモブースで
は、開発スタッフを交えた「ウイニングイレブンモバ
イル」発表会を9月16日（金）午後2時30分より開催
します。

株式会社
セガ

※体験可否とは「東京ゲームショウ２００５」における
デモンストレーション体験の可否を示します。

J.LEAGUE OFFICIALLY LICENSED PRODUCTS
The parameter of the J.League player who appears in this game is
set up based on J-STATS OPTA of J.League official stats.
© 2005 KONAMI

年内予定
○

© SEGA CORPORATION
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株式会社エン ダービースタリオン
ターブレイン
for DoCoMo

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

未定

1991年のシリーズ第1作発売以来、“ダビスタ”の
愛称で多くのユーザーに親しまれている「ダービー
スタリオン」が、ｉアプリに登場します。
プレイヤーは競走馬のオーナー兼ブリーダーとな
り、競走馬を生産・育成・調教し、レースに出走さ
せ、数々の重賞タイトルと、賞金の獲得を目指す
競走馬育成シミュレーションです。
種牡馬と繁殖牝馬の血統を検討し、より強い競走
馬を生産するための配合や、競走馬の能力を十
分に引き出すための調教、そして競走馬たちの能
力が試され、時にはドラマティックな結果が生まれ
るレース。これらの要素が生み出す奥深いゲーム
を、携帯電話でどこでも楽しむことができます。

今冬予定

○

© ParityBit
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株式会社コー
エー

Mobile
真･三國無双

ｱｸｼｮﾝ

未定

全世界で９００万人が熱狂した大ヒットアクションが
ついにｉモードに！『Mobile真･三國無双』は、「移動
パート」と「戦闘パート」で構成されるステージを攻
略するタクティカルアクションゲームです。「真・三
國無双」シリーズの楽しさはそのままに、戦闘中に
能力が変化する「能力装着システム」など短時間
で楽しめるシステムを構築し、新たなゲーム性を
実現しています。魏・呉・蜀の３つの勢力から１つ
を選びステージを戦い抜く「無双モード」で、手軽
に爽快バトルアクションが楽しめます。

未定

「コード・エイジ」プロジェクトは、「一つの共通した
世界観」を基に、各メディアに特化したコンテンツ
を提供していくエンターテインメントです。
「プレイステーション２」用ゲーム『コード・エイジ コ
マンダーズ 〜継ぐ者 継がれる者〜』、月刊少年ガ
ンガン連載中の『コード・エイジ アーカイヴズ 〜最
後におちてきた少女〜』。そしてモバイルコンテン
ツ『コード・エイジ ブロウルズ〜二つの鼓動〜』。
携帯電話アプリとしての特性を最大限に活用する
べく、鋭意開発中の本格３ＤオンラインＲＰＧです。
これまでの携帯電話専用アプリの開発技術力を投
入し、携帯アプリの新たなる可能性に挑戦してい
る本作は、今までにない圧倒的な「クオリティ」と新
しい「遊び」をプレイヤーに提供いたします。

今冬予定

© KOEI Co., Ltd. All rights reserved.
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株式会社スク
ウェア・エニッ
クス

株式会社
ナムコ

コード・エイジ
ブロウルズ

ミュウの大冒険

ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ

年内予定

〇

© 2005 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
ART CONCEPT: YUSUKE NAORA /
CHARACTER DESIGN: TOSHIYUKI ITAHANA

２００５年１２月１５日発売予定の家庭用ゲームソ
フト『テイルズ オブ ジ アビス』との連動アプリで
テイルズ オブ モバ す。目玉となるアプリはマスコットキャラクター「ミュ
１２月１５日
ウ」を主人公としたアクションRPG。「ミュウ」が炎を
ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ
イル
（予定）
吐いたり、アタックをしたりといった豊かなアクショ
（月額525円）
ンをします。このアプリで入手した様々なアイテム
等を家庭用ゲームに引き継ぐ事ができます。

○

© 藤島康介 © 2005 NAMCO LTD.
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株式会社
ナムコ

２００５年１２月１５日発売予定の家庭用ゲームソ
フト『テイルズ オブ ジ アビス』との連動アプリで
テイルズ オブ モバ す。ゲーム中に出てくる「フォニック文字」をアプリ
ミュウのフォニック
１２月１５日
ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ
イル
を使ってアルファベットに一発相互変換する機能
語事典
（予定）
（月額525円）
です。家庭用ゲームの世界に散りばめられたフォ
ニック文字を変換する事で、より深くゲームの世界
を知る事ができます！

○

© 藤島康介 © 2005 NAMCO LTD.

※上記の情報は各ＩＰ（コンテンツ提供事業者）様から提供いただいた情報に基づいたものです。
※ゲームコンテンツの詳細につきましては、各ＩＰ様にお問い合わせください。
※リリース予定時期は変更になる場合がございます。
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株式会社
ナムコ

２００５年１２月１５日発売予定の家庭用ゲームソ
ミュウのじっけんし
テイルズ オブ モバ フト『テイルズ オブ ジ アビス』との連動アプリで
１２月１５日
つ？
ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ
イル
す。「テイルズ オブ」シリーズではお馴染みの料理
（予定）
（月額525円）
レシピや合成レシピなどを実験し、知る事ができる
攻略支援アプリです。

© 藤島康介 © 2005 NAMCO LTD.
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株式会社カプ
コン

逆転裁判 3

ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ

逆転裁判i
（月額315円）

法廷バトルは、ついに頂点へ。 プレイヤーが弁護
士となり、法廷で検事や証人達とわたりあっていく
“法廷バトルゲーム”『逆転裁判』シリーズ第３弾が
ｉアプリで登場。様々な場所を調査し、裁判で勝つ
為の様々な情報や証拠を集める＜探偵パート＞
と、法廷で証人を尋問したり集めた証拠を使って
依頼者を弁護する＜法廷パート＞が交互に展開
し、物語が進行していきます。第一話の被告人
は、なんと大学生時代の主人公・成歩堂龍一。殺
人犯として疑われた彼を、弁護人・綾里千尋は救
えるのか？

10月上旬
予定

© CAPCOM 2005
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株式会社カプ
コン

モンスター
ハンターi

ｱｸｼｮﾝ

家庭用ゲームとして発売後、今なお進化し続けて
いるハンティングアクションゲーム『モンスターハン
ター』がＦＯＭＡ９０Ｘシリーズ専用コンテンツとして
登場！ 舞台は、人畜無害の草食竜や凶暴で攻
モンスターハンター 撃的な肉食竜など多種多彩なモンスターが棲む
世界。プレイヤーはそのモンスターを狩る「ハン
i
ター」となり、モンスターの討伐やアイテム採集な
（月額315円）
どの内容に応じたクエストに挑戦していきます。完
全３Ｄで表現されたフィールドやモンスター、携帯
電話端末に合わせたゲーム性で、既存のアプリに
はないボリュームを提供します。

今冬予定

○

© CAPCOM
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株式会社カプ
キミの惑星
コン
planet for you…

ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ

簡単かつ手軽に楽しめるバトル＆ストーリー。カプ
コン初のｉアプリ向けオリジナルＲＰＧが登場！砂
や水、火など変化に富んだ７つの惑星を、３Ｄで描
かれた球形のマップで再現。主人公アレンは、自
カプコンパーティ らの星を取り戻すため、様々な惑星に降り注ぎ、
散り散りになった「星のカケラ」を求めて大きな冒
（月額315円）
険の旅に出ます。モンスターとの戦闘はターン制
でテンポも良く、炎や雷の魔法、氷のブレス、巧み
な剣技など多彩なエフェクトや、巨大で超強力な
攻撃のボスキャラクターもウリのひとつです。

ｱｸｼｮﾝ

−オレたちは命知らずの外人部隊（エトランジェ）
− 新谷かおるの人気漫画で、カプコン往年の
シューティングゲームがｉアプリで復活。原作でもお
なじみの風間真、ミッキー・サイモン、グレッグ・ゲ
イツがそれぞれ異なる性能を持つ３つの機体（タイ
カプコンパーティ
ガーシャーク・トムキャット・サンダーボルトII）を操
（月額315円）
り、全１１ステージの最後に待ち受ける強力なボス
を倒してゆきます。赤色の敵編隊を倒すと出現す
るアイテムで性能アップやＨＰ回復、敵機を倒すこ
とによって稼いだ賞金でマッコイじいさんから強力
な装備アイテムの購入が可能です。

年内予定

○

© CAPCOM 2005
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株式会社カプ
コン

エリア88

今冬予定

○

© DAI･PRO/オービー企画

13

元気モバイル
株式会社

Cold Rain

サイコミステリー第５弾！女刑事 三島遥の過去
がいま明らかに！
降りしきる雨の中、くすんだ灰に染まる街角で人形
元気SｹﾞｰﾑﾗﾝﾁDX を模した惨殺体が発見された。６年前の猟奇殺人
ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ
（月額315円）
と同じ殺害方法に疑問をもった三島遥は一人捜査
を開始する。そう…、父が最後に手がけたあの忌
まわしい事件の記憶を頼りに…。あの日も冷たい
雨が降っていた…。

©CAPCOM 2005

10月3日

© 2005 GENKI & © Genki Mobile

元気モバイル
14
株式会社

シルバー事件
25区

本作は、1999年にグラスホッパー・マニファクチュ
アにより製作、アスキーにより「プレイステーショ
ン」専用タイトルとして発売された『シルバー事件』
の続編にあたり、携帯アプリ用に完全書き下ろしと
して、新たなシナリオで完全復活。
元気SｹﾞｰﾑﾗﾝﾁDX
製作総指揮・シナリオは『シルバー事件』の生みの
ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ
（1アプリ315円）
親・須田剛一氏。
斬新な演出、個性的なキャラクター、サウンドが再
びプレイヤーを魅了する。

○
10月予定

© grasshopper manufacture inc.2005

元気モバイル
15
株式会社

剣豪
〜柳生の章〜

ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ

剣豪i
（月額315円）

江戸を鎮護する宝珠「四神の宝珠」探索の任を帯
びた剣士・柳生十兵衛。
服部半蔵らとともに各地を旅する十兵衛は、宝珠
をめぐる戦いの中で、戦乱の世を蘇らせようとする
邪悪な陰謀に立ち向かうこととなる。
宝珠を狙う邪悪とは何者か!?
恐るべき強敵たちとの戦いの果てに十兵衛は何を
手にするのか!?
宝珠の力と、江戸城に秘められた謎とは!?
謎が謎を呼ぶ戦いの中に、柳生の秘剣が冴え渡
る!!

○
10月3日

© 2005 GENKI & ©Genki Mobile

※上記の情報は各ＩＰ（コンテンツ提供事業者）様から提供いただいた情報に基づいたものです。
※ゲームコンテンツの詳細につきましては、各ＩＰ様にお問い合わせください。
※リリース予定時期は変更になる場合がございます。
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株式会社コー
エー

株式会社
ジー･モード

株式会社
ジー･モード

Mobile
太閤立志伝

12GEMs

サッカー
〜レインボー
ストライカー〜

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ

ｽﾎﾟｰﾂ

未定

あなたも、立身出世の醍醐味を味わってみません
か!?『Mobile太閤立志伝』は、足軽から身を興し、
ついには戦国時代の覇者になった武将、豊臣秀
吉の人生を体験できるゲームです。プレイヤー
は、木下藤吉郎となり、様々な任務を達成していき
ながら身分を上昇させ、戦国時代をしたたかに生
き抜いていきます。ゲーム開始当初は、織田信長
配下の武将として、足軽頭という低い身分です
が、定期的に行われる「評定」で受けた命令をこな
すと、信長の信頼度が上がり、さらに身分も上昇し
ます。関白となり、ぜひ天下統一を目指してくださ
い。

今冬予定

R.P.G-mode
（月額315円）

〜感動のシナリオRPG登場！〜天空に浮かぶ空
中城「ガンゼルド」を支える１２個のジェムが突如
地上に飛び去ってしまった・・・朝までに全てのジェ
ムを集めないとガンゼルドが穢れた地上に落下し
てしまう・・・。
ジェム回収の命を受けた少年『ディノ』の冒険物
語。ガンゼルドの住人から忌み嫌われる地上人
「スカベンジャーズ」の少女やジェムに封印されて
いる隠者「ハーミット」達との出会いで、『ディノ』は
世界の理を知り人間的に成長していきます。
〜戦闘ではド派手な魔法が飛び交う！〜懐中時
計「メルトムーン」にジェムをセットすると戦闘能力
がアップ、ジェム・ハーミットを呼び出して特殊攻撃
を行うなど戦術的にも楽しめます。

11月上旬
予定

常識を超えたケータイサッカーが登場！
遊びやすさを究極まで追求、簡単操作で爽快にプ
レイできるアクションタイプのサッカーです。ケータ
イゲームとは思えない多彩なアクションと豪華な演
出、「パワー」「スピード」「テクニック」のパラメータ
を持った選手のフォーメーションや先発メンバーも
自在に組めます。最大32カ国のナショナルチーム
から自分のチームを決め、任意で選択したチーム
と試合を行う「フレンドリーマッチ」、16カ国で優勝
を競う「インターナショナルカップ」、全てのナショナ
ルチームを相手にひたすら試合を行う「ワールドツ
アー」など、好きなモードで戦っていきます。

11月下旬
予定

Get!!Sports
（月額315円）

© KOEI Co., Ltd. All rights reserved.

○

© G-mode

○

© G-mode
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株式会社
ジー･モード

フライハイトクラウ
ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ
ディアⅡ

R.P.G-mode
（月額315円）

空の世界クラウディアが舞台、シナリオ重視の正
統派RPG「フライハイトクラウディア」の続編が登
場！
ケータイ専用RPG「フライハイトクラウディア」は、
多彩なイベント、ドラマチックなシナリオ展開、独自
の戦闘システム（マルチウェイトバトル）、大迫力の
戦闘シーンで多くのファンを魅了してきました。続
編を望む声にお応えして、いよいよ来春「フライハ
イトクラウディアⅡ」が登場します。ご期待くださ
い！

Get!!プチアプリ
（月額105円
/210円）

遊園地のアトラクション感覚で遊べる、お手軽３Ｄ
シューティング！
ライドに乗って、色とりどりのペーパークラフトの世
界を探検！元気をなくしたペパクラのキャラクター
達を元気銃で撃ち､どんどん元気にしていきましょ
う。キャラクター達は元気になると動き出します。
同じキャラクターを連続して撃つと（コンボ）、通常
よりスコアがアップ！コースや仕掛け、キャラク
ターたちは、すべて３Ｄポリゴン表現！レアキャラ
クターを見逃さないよう横や後ろもチェックしなが
ら、キュートでポップなペパクラの世界を楽しんでく
ださい。元気にしたキャラクターはコレクションさ
れ、プロフィールやポリゴンモデルをゆっくり眺め
ることができます。

2006年
春予定

© G-mode

20

株式会社
ジー･モード

ペパクラ王国

ｱｸｼｮﾝ

10月中旬
予定

© G-mode
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株式会社
ドコモダケシリーズ
ジー･モード

ｷｬﾗｸﾀｰ

Get!!プチアプリ
（月額105円
/210円）

「Get!!プチアプリ」に、”ドコモダケ”のミニゲームが
登場！
定番人気ゲームに、かわいいドコモダケが登場し
ます。「ドコモダケ☆ソリティア」、「箱入り☆ドコモダ
ケ」、「ドコモダケ☆セブン」などなど、他にも”ドコモ
ダケ”ゲームが続々登場予定です。いつでもどこで
もドコモダケと一緒に楽しもう！

10月上旬
予定

© NTT DoCoMo/dentsu © G-mode

株式会社スク
北海道連鎖殺人
22 ウェア・エニッ
オホーツクに消ゆ
クス

ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ

「北海道連鎖殺人オホーツクに消ゆ」は、「ドラゴン
クエスト」シリーズでシナリオ・ゲームデザインを手
がけている堀井雄二氏が1984年、PC8801用にリ
リースし人気を博したコマンド選択式アドベン
チャーゲームです。
このたび、「堀井雄二ミステリーズ」にて、ＦＯＭＡ９
ポートピア
０Ｘシリーズのｉアプリとして蘇ります。オリジナルの
連続殺人
（1アプリ 525円） 完全移植であることはもちろん、グラフィックや懐
かしいBGM等を含め、ケータイの最新スペックに
あわせて全面的にリニューアルし、「進化したオリ
ジナル」をお届けいたします。
また、「ファミコン」版で好評だったトランプゲーム
“ブラックジャック”もお楽しみいただけます。

9月14日

〇

© 2005 ARMOR PROJECT/ENTERBRAIN,INC./
SQUARE ENIX All Rights Reserved.

※上記の情報は各ＩＰ（コンテンツ提供事業者）様から提供いただいた情報に基づいたものです。
※ゲームコンテンツの詳細につきましては、各ＩＰ様にお問い合わせください。
※リリース予定時期は変更になる場合がございます。
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株式会社
セガ

サカつく
ＭＯＢＩＬＥ２

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

サカつくモバイルが「２」となって完全リニューア
ル!!
サカつくMOBILE コンシューマ版をベースにしたゲームシステムに
（月額525円）
変更し、グラフィックも一新。
ホームタウンの発展や監督雇用など新要素満載
で今秋配信予定！！

今秋予定

J.LEAGUE OFFICIALLY LICENSED PRODUCTS © SEGA
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株式会社
セガ

ダビつく
ＭＯＢＩＬＥ

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

未定

モバイルつくろうシリーズ第３弾！競馬ゲームの最
高峰「ダビつく」が携帯電話でついに登場！
コンシューマ版「ダビつく」の持つ特徴である「経
営」・「配合」・「レース」はもちろんのこと、生産・調
教した馬をつくろう登録することで全国のユーザー
が作成した馬たちとのネットワーク対戦が可能！
ネットワーク対戦のみならず、ネットワークランキン
グやネットワークレース観戦などネットワーク機能
を活用した他ユーザーとの交流要素も満載！

今冬予定

© SEGA CORPORATION

株式会社ソ
ピポサル
ニー・コン
25
アカデミ〜ア
ピュータエン
バナナにかける橋
タテインメント

ｱｸｼｮﾝ

iSCEJ
(月額３１５円）

「プレイステーション・ポータブル」(PSP®）版「ピポ
サルアカデミ〜ア」がiアプリで登場。「トーテムポー
ル（？）」みたいにそびえ立つピポサルたちのバラ
ンスをうまくとりながら、ゴールまで導いてあげる
新感覚バランスアクションゲームです。果たしてピ
ポサルたちはバナナをゲッチュできるのか？

９月１５日
配信予定

○

© 2005 Sony Computer Entertainment Inc.

株式会社ソ
ニー・コン
26
ピュータエン
タテインメント

アークザラッド

ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ

iSCEJ
(月額３１５円）

「プレイステーション」初の本格RPGシリーズ「アー
クザラッド」がiアプリで登場。人と精霊とモンスター
が同じ世界に存在した時代、世界はかつてない危
機にみまわれていた。聖柩の封印を解いて世界を
救うために５つの「精霊の石」を求めて勇者の血に
目覚めたアークは６人の仲間と世界に旅立つ。シ
リーズ第一弾「アークザラッド」の感動のシナリオ
を完全移植。

今冬予定

© Sony Computer Entertainment Inc.
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株式会社タイ イース IV -MASK
ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ
トー
OF THE SUN-

アクションRPGの名作「イース」から、今年5月に
「プレイステーション２」向けにリリースされたばか
りのシリーズ第4弾｢イース MASK OF THE SUN｣
イース/ﾌｧﾙｺﾑi が早くもiアプリで登場。イースの壮大な世界を大
（未定/個別課金 容量iアプリによりケータイとは思えない迫力で再
現します。｢イース/ファルコムi｣は個別課金サイト
制）
で、無料マイメニュー登録後、お好きなアプリをダ
ウンロードできます。（アプリの価格はそれぞれ違
います）

年内予定

○

© 1993,2005 Nihon Falcom corporation
© ARK SYSTEM WORKS CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED
Presented by TAITO
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株式会社タイ 電車でGO! 函館
トー
本線雪景色編

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

電車でGO!
(月額315円)

電車でGO!が全国各地へ路線拡張を開始！９００ｉ
/９０１ｉ向けに進化したグラフィックで「雪国」北海
道をリアルに再現します。今回配信となるのは新
規路線「函館本線」で、ケータイ版では初となる雪
景色を再現しました。また、一定の条件をクリアす
ることにより、隠しモードがプレイできるようになり、
従来には無かった楽しみも追加されました。

年内予定

○

© TAITO 1996,2005
JP北海道・JR東日本・JR西日本・JR九州・北越急行商品化許諾済
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株式会社タイ EAR2 ゴーストハン
トー
ター

ｱｸｼｮﾝ

タイトー
G@meパーク
（月額315円）

古いアパートに出現するゴーストたちを退治し、脱
出するアクションゲームです。プレイヤー視点（一
人称）の迫力ある本格的 ＦＰＳ３Ｄゲームで、迷路
のようなアパートの中をゴーストを退治しながらア
イテムや遺品を捜します。遺品を集め終えるとボ
スゴーストとの対決が始まります。迫力の３Ｄグラ
フィックと、スリリングなゲーム性をお楽しみくださ
い。

今冬予定

© TAITO 2005
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株式会社
ドワンゴ

カルドセプト
モバイル
アナザーチャプ
ター

ﾃｰﾌﾞﾙｹﾞｰﾑ

いろﾒﾛｹﾞｰﾑｽﾞ
（月額315円）

最高峰カードボードゲーム「カルドセプト」がついに
モバイル版で新登場！。モバイル版ならではの新
対戦システムや「通信対戦」をはじめ、オリジナル
ストーリーを楽しみながらゲーム内容をマスターで
きるなど初心者は勿論、やり込み要素満載のゲー
ムです。今作は戦闘中心にシステムをアレンジし
た、対戦型カードゲーム！。登場するカードも３００
種類以上を実現しモバイル版ならではの「カルドセ
プト」を是非お楽しみ下さい。

○
今冬予定

Copyright © OmiyaSoft
Copyright © 2005 Dwango Co., Ltd
“Culdcept”、“カルドセプト”は有限会社大宮ソフトの登録商標です。

※上記の情報は各ＩＰ（コンテンツ提供事業者）様から提供いただいた情報に基づいたものです。
※ゲームコンテンツの詳細につきましては、各ＩＰ様にお問い合わせください。
※リリース予定時期は変更になる場合がございます。
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株式会社
ドワンゴ

株式会社
ドワンゴ/
株式会社
チュンソフト

「NANA」麻雀

街

ﾃｰﾌﾞﾙｹﾞｰﾑ

ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ

いろﾒﾛｹﾞｰﾑｽﾞ
（月額315円）

iチュンソフト
（月額315円）

全国東宝系劇場にて絶賛公開中の映画
「NANA」。
映画の登場人物達がよく707号室に集まって楽し
む麻雀を携帯アプリで再現！
ナナ、ハチをはじめ、７人の個性的なキャラクター
から対戦相手を選び、本格４人打ち麻雀をプレイ
することができます。
また、ゲームの勝敗に応じて「段位」が変化するラ
ンクシステムを採用。プレイヤー自身の腕前を知
ることができます。
いろメロゲームズで配信中の「NANAガチャ」
「NANAクイズ」と合わせ、是非、映画「NANA」の世
界をゲームでお楽しみください。

“サウンドノベル”シリーズ第４弾、あの名作「街」
がiアプリで登場。
サウンドノベルとは、文章に音と映像を加え、臨場
感ある小説の世界を楽しむゲームです。
ストーリーの途中にある選択肢によって、その後
の展開や結末が様々に変化していきます。
若者の街「渋谷」を舞台に繰り広げられる壮大なド
ラマ。主人公６人それぞれの５日間の物語を並行
して読み進め、彼らの運命をプレイヤー自身の手
で導いてください。

○
9月上旬

© 2005 ｢NANA｣製作委員会

○
今秋予定

© 1998/2005 CHUNSOFT/長坂秀佳/難波弘之
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株式会社
ドワンゴ/
株式会社
チュンソフト

風来のシレン
WANA

ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ

i風来のシレン
（月額315円）

1000回遊べるRPG『風来のシレン』に落ちている
「ワナ」を仕掛けて敵を倒す新ダンジョンが登場!!
今度は、モンスターをワナに掛けることで、爆発さ
せたり、眠らせたり、果てには下の階に落としたり
もできるぞ。「ワナ」の種類もシリーズに登場のワ
ナが満載で、君の強力な武器となるだろう。
今までのダンジョンとは違った魅力的なトラップ感
覚を堪能してみよう。

○
今秋予定

© 2005 CHUNSOFT/すぎやまこういち
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株式会社
ナムコ

テイルズ オブ コモ
ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ
ンズ

テイルズ オブ
モバイル
（月額525円）

モバイルオリジナルRPG第2弾『テイルズ オブ コモ
ンズ』では新鮮さを出すべく新たなキャラクターデ
ザイナー「椎名 優」さんを起用し新しい世界観を
創出。また、今作でも主要キャラクターのVOICEを
採用し、バトルシーンだけでなく様々なシーンで演
出として使用いたします。
さらに今作では、モバイルコンテンツ初の主題歌タ
イアップを実現。「東京ゲームショウ2005」では新
進気鋭のシンガーソングライター植村花菜さんが
ゲスト出演（※）します。主題歌はiモーションや着
信メロディとして配信する予定です。

今秋予定

※９月１８日（日）午後３時３０分〜
ＮＴＴドコモブースに出演予定
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株式会社ハド
ソン

桃太郎電鉄
JAPAN

ﾃｰﾌﾞﾙｹﾞｰﾑ

桃太郎電鉄
（月額315円）

「桃太郎電鉄TOKYO」配信以降、多くのユーザー
が 待ち望んだ全国編、「桃太郎電鉄JAPAN」がつ
いに登場！ 全国編初登場の新駅が３０駅！ぶっ
とび駅では、持ち金のマイナスを消してくれるイベ
ントも！ ご当地アイドル、屋島の戦い、何て読む
地名クイズなど、ほとんどが新イベント！ 北は北
海道から南は沖縄まで、全国各地の物件を買い
巡ろう！やり込み要素が満載だぞ！

○

© 2005 NAMCO LTD.

キャラクターデザイン：椎名優

11月予定

○

© HUDSON SOFT

煉獄
株式会社ハド
36
THE NETWORK
ソン
OF DEUCALION

ｱｸｼｮﾝ

今年１月に「プレイステーション・ポータブル」
(PSP®）で発売された人気SFアクションRPG「煉獄
THE TOWER OF PURGATORY」が、早くもiアプリ
HUDSON Real3D
で登場します。プレイヤーは自我に目覚めた戦闘
（月額315円）
型アンドロイドとなり、敵から奪った武器で自分を
カスタマイズし、“煉獄”と呼ばれる階層の塔の頂
上を目指します。

今冬予定

© HUDSON SOFT
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株式会社ハド
ソン

Real3D ROBO
BATTLE（仮）

ｱｸｼｮﾝ

３Ｄグラフィックと３Ｄサウンドをフル活用した完全
オリジナル近未来ロボットアクションゲーム。西暦
2189年の平和な世界･･･人々の間で熱狂的な支
HUDSON Real3D 持を受ける仮想現実での究極のロボットバトルサ
バイバルゲーム「VRTNET」。ユーザーはこのトー
（月額315円）
ナメントに参加し、ロボットを強化し、バトルを勝ち
抜いていきます。自分なりのカスタマイズをしてバ
トルを征しよう！

10月上旬

○

© HUDSON SOFT
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株式会社ハド ボンバーマンカート
ソン
３D

ﾚｰｽ

着信☆あぷり♪
（月額315円）

今度の「ボンバーマン」は３Ｄの立体コースでレー
スを繰り広げる！今作ではボンバーマンだけでな
く、ヒゲヒゲ団の戦闘員やムジョーなど合計８人の
キャラクターが選択可能に。カートも性能別に３タ
イプから選べるぞ！ニトロダッシュやドリフト、さら
にはコース上で手に入るアイテムを駆使して多種
多様なコースを征し、グランプリ優勝を勝ち取ろ
う！

10月予定

○

© HUDSON SOFT

※上記の情報は各ＩＰ（コンテンツ提供事業者）様から提供いただいた情報に基づいたものです。
※ゲームコンテンツの詳細につきましては、各ＩＰ様にお問い合わせください。
※リリース予定時期は変更になる場合がございます。
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株式会社ハド
ソン

ラングリッサー

ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ

着信☆あぷり♪
（月額315円）

名作ドラマティックシミュレーションRPGのシリーズ
第一弾がiアプリで復活！プレイヤーはバルディア
王国の若き王子「レディン」となり、傭兵を雇い、戦
いの旅に出ます。iアプリ版では斜め見下ろしの立
体的なマップを採用し、キャラクターグラフィックな
ども大幅にパワーアップ！３Ｄサウンドにも対応で
臨場感溢れるゲームが楽しめます。

9月下旬

© NCS/X-nauts うるし原智志
© HUDSON SOFT
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株式会社ハド
ソン

THE ATLAS

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

着信☆あぷり♪
（月額315円）

「THE ATLAS」は、1990年にPCの人気シミュレー
ションゲームとして発売された未知の大陸を探し
世界地図を作成していく航海シミュレーションゲー
ムです。ゲームの目的は、ポルトガル国王との間
で結ばれた貿易特権契約の元、世界地図の作成
を命じられた名門商家の当主となり、配下の提督
に指示を出して未開拓領域を探索してもらい、地
図の完成を目指します。

11月中旬

© HUDSON SOFT
© 1990,2005 ARTDINK.All Rights Reserved
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株式会社ハド
シムシティ３D（仮）
ソン

バンダイネット
42 ワークス株式 SDガンダムＲＰＧ
会社

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ

iシムシティ
（月額210円）

未定

最新ＦＯＭＡの３Ｄグラフィック機能を最大限に使っ
て、ついに携帯電話の中にフル３Ｄグラフィックの
「シムシティ」が動きだします。プレーヤーは市長と
なり、住宅地・商業地域・工場地域の整備、道路や
鉄道の敷設や発電所を建設し、住民の幸せを実
現していきます。災害や公害、道路の渋滞など
様々な問題が発生するので、具体的に解決する
手腕を存分にふるって下さい。

バンダイネットワークスとナムコが贈る究極の「ガ
ンダムＲＰＧ」！
一年戦争を舞台に、緻密なシナリオ、美麗なグラ
フィックで構成された正統派ロールプレイングゲー
ムだ！
レベルを上げて、新しいモビルスーツに乗り換え
たりネットワーク上で他のユーザーと協力してミッ
ションを攻略したりする事も可能！その他驚きの
新システムもアリ！乞うご期待！！

2006年
予定

© HUDSON SOFT
© 2005 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, SimCity, EA GAMES,
the EA GAMES logo, Maxis and the Maxis logo are trademarks or
registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the US. and/or
other countries. All rights reserved. EA GAMES™ and Maxis™ are
Electronic Arts™ brands.

今冬予定

© 創通ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ・ｻﾝﾗｲｽﾞ ©BANDAI NETWORKS
©NAMCO

バンダイネット
43 ワークス株式
会社

ウルトラマン

ｱｸｼｮﾝ

バンダイ
コレクション
（月額315円）

スーパーファミコン(R)の名作格闘アクションゲーム
「ウルトラマン」がiアプリで蘇る！！
ウルトラマンとなって怪獣達と大決戦だ！！
3分間の時間内にパンチ、キック、光線技を駆使し
て怪獣にダメージを与え、必殺のスペシウム光線
で撃破！！
バルタン星人、ジャミラ、ゴモラ、ゼットン等のウル
トラ怪獣が待ち受ける10のステージをキミはクリア
出来るか！？

今冬予定

©TSUBURAYA PROD. ©BANDAI ©BANDAI NETWORKS

バンダイネット
機動戦士
44 ワークス株式
Ｚガンダム
会社
ホットスクランブル

バンダイネット
45 ワークス株式
会社

戦闘妖精雪風
(仮)

ｱｸｼｮﾝ

ｱｸｼｮﾝ

バンダイ
コレクション
（月額315円）

バンダイ
コレクション
（月額315円）

「ファミコン®」で大ヒットを記録した名作タイトル『機
動戦士Ｚガンダム ホットスクランブル』がiアプリで
遂に登場！
地上、宇宙、コロニー内部など、3Dと2Dステージ
が目まぐるしく展開！メッサーラ、アッシマー、サイ
コガンダム、キュベレイなど、強敵MSが続々登
場！
Ｚガンダムを駆使して、ティターンズやアクシズに
立ち向かえ！キミは刻の涙を見ることができる
か！？

侵略者、異星体ジャム。未知の敵との戦いに必要
なのは、機械か？人間か？
「雪風」と零の壮絶な戦いが、いま幕を開ける…！
OVAで大ヒットを記録した「戦闘妖精雪風」が本格
的シューティングゲームとしてＦＯＭＡ９０Ｘシリー
ズ専用アプリで遂に登場！

10月上旬

○

© 創通ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ・ｻﾝﾗｲｽﾞ
© BANDAI 1986
© BANDAI NETWORKS

年内予定

©2002神林長平・早川書房／
バンダイビジュアル・ビクターエンタテインメント・GONZO
©BANDAI NETWORKS

※上記の情報は各ＩＰ（コンテンツ提供事業者）様から提供いただいた情報に基づいたものです。
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バンダイネット
創聖のアクエリオ
46 ワークス株式
ン
会社

ｱｸｼｮﾝ

バンダイ
コレクション
（月額315円）

アニメ「創聖のアクエリオン」のiアプリが登場!!各ベ
クターマシンに搭乗するキャラクターを選択して機
械天使アクエリオンに合体!!うまく操作して堕天翅
族に立ち向かえ!!敵ケルビム兵との戦いは1対1の
格闘アクションタイプ。ガードから空中ダッシュまで
出来る､本格ゲームだ!!また、各キャラクターの特
殊能力により,アクエリオンの戦闘能力・必殺技が
変化するぞ。君だけの最強のアクエリオンを目指
そう！

9月下旬
予定

© 2004 河森正治･ｻﾃﾗｲﾄ/Project AQUARION
© BANDAI NETWORKS

バンダイネット
47 ワークス株式
会社

交響詩篇
エウレカセブン

ｱｸｼｮﾝ

バンダイ
コレクション
（月額315円）

アニメ「交響詩篇エウレカセブン」の90X系端末専
用アプリが登場!!アニメのストーリーをモチーフにし
たステージ構成や､プレイ中カットインするキャラク
ターなど刺激的な魅力が満載!!ステージは鮮やか
な３D背景で描かれていて、爽快なニルヴァーシュ
のスピード感を実現しているぞ!!エウレカ他､ゲッ
コーステイトのメンバーのアドバイスを受けながら､
各ステージに課せられたミッションをクリアーして
いこう!!

10月中旬
予定

© 2005 BONES/Project EUREKA ･MBS
© BANDAI NETWORKS

バンダイネット
48 ワークス株式
会社

森で発見!!
たまごっち

育成

iたまごっち
（月額315円）

１９９８年発売の「森で発見!!たまごっち」です！
危険を避けるため、普段は森の中に隠れている小
さなたまごっち「むしっち」。そのむしっち達を襲う
外敵を振り払い、繭になったら温めて成長を待つ
独特な育成！またむしっち達はとてもグルメ！
キャラごとの「ごはん」を上手に与えながらすくすく
育てましょう！またまた新しさ懐かしさ満載です｡

10月中旬
予定

© BANDAI･WiZ 2004

49

株式会社
アーマード・コア：：
フロム・ソフト
モバイルオンライン
ウェア

ｱｸｼｮﾝ

出遭うのは、敵か？味方か──？
３Ｄ戦闘メカアクション『アーマード・コア』が、iモー
ドに登場！！パーツを集めて自分に最適な機体を
作り上げ、企業から与えられる様々なミッションを
遂行せよ！また、本作では遂にオンラインに対
ｱｰﾏｰﾄﾞ･ｺｱ::MO
応！僚機をともない任務を遂行することが可能に
（月額315円）
なった！ミッションの成否で、常に変化する勢力
図。突如始まった大規模な企業間抗争の原因は
…？プレイヤーの行動に、全国のレイヴンの運命
がかかっている！友だちの機体と連携して苛酷な
任務に挑め！

© BANDAI NETWORKS

10月上旬
予定

○
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