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バカバカしいけどクセになるプチゲームが、 たくさん収録さ
れた『メイド イン ワリオ』シリーズ。 その最新作が満を持して
ニンテンドー3DSに登場！ 遊べるゲームの数は定番から新作ま
で計300種類という、“ゴージャス”の名前どおりの大ボリューム。
１プレイ数秒で楽しめる瞬間アクションに挑戦してみよう！

まだ遊んでいない名作、
探してみませんか。

ソ

メイド イン ワリオ ゴージャス
メーカー名 任天堂

ジャンル 瞬間アクション
発売日 2018年8月2日

価格 5378円
［税込］

おバカなプチゲームが300本入り！
ー
プチゲームの攻略方法はボタン操作だけでなく、3DS本
体を けたり、タッチやマイクを使ったりと、なんでもアリ！
プレイヤーの“直感”と“判断力”が攻略のカギを る。

いろいろなジャンルから厳選！
▼

総タイトル数1233本！
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2014年11月にWii Uで発売された 庭アドベンチャー『進め！

れなくなった世界。主人公・ムサシとなって“スシバトル”で帝国

ノピオ隊長を操作して、 さまざまな仕掛けが詰まったミニチュ

軍を打ち倒し、平

アコースを大冒険。 ぐるぐる見回したり、 タッチで地形を動か

食べまくって皿を対戦相手にぶつけるというユニークなルール。

したりして、奪われたパワースターを取り戻そう！

誰でも爽快なアクションパズルが楽しめるぞ。

な世界を取り戻そう！ バトルは回転寿司を

超回転 寿司ストライカー
The Way of Sushido

メーカー名 任天堂

発売日 2018年7月13日

され、 自由に寿司が食べら

キノピオ隊長』が、 新要素をひっさげて3DSにやってきた！ キ

進め！ キノピオ隊長
ジャンル 箱庭アドベンチャー

舞台は帝国軍によって寿司が独

メーカー名 任天堂

ジャンル アクションパズルゲーム

価格 4298円
［税込］

発売日 2018年6月8日

キノピオ隊長が主役の箱庭探索！

寿司を食べて皿をぶつけろ！
ール

3DS

価格 5378円
［税込］

3DSとS it の両機種で発売される
本作。3DS版ならではの新しい要素は、
タッチ操作や
立体視に対応してい

トル
“スシバトル”では、回転寿司のレーンを流
れてくる寿司ネタをスライドして、同じ色
の皿をそろえて戦うぞ。皿をたくさん積み上げ、

る点。 まるで手の中に 庭があるかの
ような感覚で、探索を楽しめるぞ！

対戦相手にぶつけて大ダメージを与えるのだ！

“スシガミ”はバトルに役立つス
キルを持つ頼もしいパートナー。
スシバトルで経験値を得ることで

レベルアップしていく。 お気に入
りのスシガミを育てていこう！

⬆キノピコ隊員をさらった巨大鳥ウィンゴ。このウィン
ゴからキノピコを助けるため、キノピオ隊長は旅立つ！

ー

S it で発売された『スーパーマリ
オ オデッセイ』にも登場していたキノ
ピオ隊長。 そのときに訪れた国ニュー

⬆
『スーパーマリオ オデッセイ』
にも登場したニュードンク・
シティの発電所。ここではどんなお宝が見つかるのか!?

4
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ドンク・シティをはじめとする、 新ミ
ニチュアコースが追加。 より変化に富
んだ冒険が繰り広げられるのだ！

⬆同じネタをそろえる“同ネタボーナス”や、一定
時間攻撃力が上がる“スシまつり”など、多彩な技
を繰り出して立ちはだかる敵を倒そう！

© 2018 Nintendo Co-Developed by indieszero Co.,Ltd.
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マリオやクッパたちがカートに乗って競争する大人気レース

初代『スーパーマリオブラザーズ』と同じくシンプルな操作で

ゲームシリーズ『マリオカート』が、 ニンテンドー3DSでも遊べ

遊べる、2D横スクロールアクション。ピーチ姫をさらっていっ

ちゃう！ 空を飛んだり海に潜ったりとレースの舞台が大きく広

たクッパを追って、海や空、

がったほか、 自分の好みに合わせてカートをカスタマイズでき

スを駆け抜けろ！ また、“コインを100万枚集める”というやり

るなど、対戦がさらに白熱する要素が追加されているぞ！

込み要素もあるので、繰り返し

マリオカート

度でも楽しめるぞ。

New スーパーマリオブラザーズ 2

メーカー名 任天堂

メーカー名 任天堂
ジャンル アクション

ジャンル アクションレースゲーム
発売日 2011年12月1日

や氷の世界など80以上のコー

発売日 2012年7月28日

価格 4937円
［税込］

・海・空すべてを駆け れ！

価格 4937円
［税込］

いつでも遊べる
“2Dマリオ”
ン

新キャラクターとしてメタルマリオやジュ
ゲム、ハナチャンなどが追加されているほか、
コースも大増量。過去シリーズに登場したコ

ト

本作ではコインを集める方法がたくさ
ん用意されている。 ブロックをコインに
変えられるゴールドマリオなど、 新しい

ースでも新たなギミックがあることも!?

同じコースを 回も失 す
ると使える“無敵のしろしっ
マリオ”や、 ゲームのうまい家

パワーアップアイテムも登場！

カ

ー
ン ー

族や友だちに助けてもらえる
２人同時プレイなど、 冒険を
アシストする機能も搭載！

タ

今作ではフレーム、 タイヤ、 グ
ライダーの3種類を組み合わせてカ
ートのカスタマイズが可能になり、
同じキャラクターでも性能を調整
できるようになった。 新しいパー
ツを 得するには、 レース中に拾

ロ

ン

えるコインをためればO 。

⬆ハテナブロックから飛び出すアイテムや、ジャンプ
台などおなじみのギミックも登場。

6

©2011 Nintendo

3DScat_h2-021_tokusyu.indd 6-7

⬆ゴールドブロックを頭にかぶると、ダッシュす
るたびにコインを獲得できるように！

©2012 Nintendo

⬆２人プレイではもらえるコインが２倍になるオトクな
効果も。協力してクッパたちを倒し、ピーチ姫を助けよう！

7
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マリオ、 ピカチュウ、 リンク、 カービィなど、 任天堂ゲーム
のオールスターが集う
『大乱闘スマッシュブラザーズ』
シリーズが、

大幅にパワーアップ！ 温暖な気候の島々からなるアローラ地方

ニンテンドー3DSで登場！ いつでもどこでも大乱闘対戦アクシ

を舞台に、伝説のポケモン・ネクロズマの謎に迫る新しい物語が

ョンが楽しめるようになった。 さまざまなワザを使って相手を

展開。 さらには新たな ワザも追加されるなど、 ニンテンドー

攻撃し、ダメージを与え、スマッシュ攻撃で場外までふっとばせ！

3DSにおけるシリーズ集大成にふさわしい一作だ！

大乱 スマッシュブラザーズ
for Nintendo 3DS

ポケットモンスター
ウルトラサン・ウルトラムーン

メーカー名 任天堂

ジャンル アクション

発売日 2014年9月13日

メーカー名 ポケモン
価格 5616円
［税込］

ター

ウルトラサン

ウルトラムーン

ジャンル RPG

発売日 2017年11月17日
価格 5378円
［税込］

いつでもどこでも
『スマブラ』
フ

2016年発売の『ポケットモンスター サン・ムーン』をベースに

“ウルトラ”
な冒険が始まる！

ード

トー ー

『どうぶつの 』のむらびとや、
『ファイアーエムブレム』のル
フレといった新ファイターのほか、自分で作った“Mii”もファイ
ターとして使用可能に！ 遊べるモードはおなじみの“大乱闘”

『ポケットモンスター サン・ムーン』の物語に加え、
前回は判明しなかったネクロズマの秘密がついに明
かされることに。ネクロズマに似た黒い装 を持つ、

のほかに、アイテムで能力を強化して、さまざまな競技に挑む
“フィールドスマッシュ”が追加された！

新たなポケモンたちも登場する。

ン
本作では
『ポケットモンスター』
シリーズに登場したすべて
の伝説のポケモンが集結。 さらに、 歴代のボスたちによっ
て結成された“レインボーロケット団”との戦いも待っている！

⬆新モードのフィールドスマッシュは最大
4人プレイ。途中でアイテムを拾うと能力
を高められ、最終戦で有利になることも!?

ター

ニ ー
8

フ

© 2014 Nintendo Original Game © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. Characters © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI
/ APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Games Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD
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⬆あこがれの伝説のポケモンたちを、本作だけで
仲間にできる。メガシンカやゲンシカイキによっ
て、さらに強力なパワーを発揮するものもいるぞ！

©2017 Pokémon. ©1995-2017 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. ニンテンドー3DSのロゴ･ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。 ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・
クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
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2Dアクションゲーム『スーパーマリオブラザーズ』のコースを

いたってシンプルな操作で楽しめるリズムゲーム、
『リズム天

“作って、 遊ぶ”新感覚ゲーム。2015年に発売されたWii U版と

国』がニンテンドー3DSに登場。 さまざまなリズムに合わせて

同じくコースを自由に作成でき、 すれちがい通信などでほかの

ボタンを押すだけというカンタンルールで、 初めてのプレイで

人との交換が可能。また、Wii U版で投稿されたコースをプレイ

も迷わず楽しめる。 ソフトが１本あれば最大４人での協力プレ

するモードもあり、2Dアクションとしても繰り返し遊べるのだ。

イもできるので、１人でもみんなでもノリノリになれる！

スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS
メーカー名 任天堂
ジャンル
っ

ぶ
発売日 2016年12月1日

リズム

ザ ベスト+

メーカー名 任天堂
ジャンル

価格 5076円
［税込］

リ

ゲーム

発売日 2015年6月11日

3DSで気軽にコース作り

価格 5076円
［税込］

でも遊べるリズムゲーム！
ー

コースを作るための基本パーツや
機能は、 最初からすべて使用可能。
のヤマムラによるコース作りレッ

収録されているリズムゲームは、 新作
30種類を含めて合計100種類以上！ いろ
いろなリズムに合わせてノリノリでボタ

スンもあるから、 誰でも簡単にコ
ース作りを始められるぞ！

ンを押し、すべてのゲームで最高評価の“ハ
イレベル”をゲットしよう！
⬆ブロックや敵の配置、 土管のつながりな
ど、あらゆる要素を細かく設定できる。

すぐに遊べるオリジナルコース100
個が収録されており、“すべてのコイ
ンをとる”などのお題にもチャレンジで

きる。 また、 インターネットに接続す
れば、Wii U版から投稿されたバラエ
ティ豊かなコースにも挑戦できるぞ！

トー ー
⬆画面の雰囲気はファミコン風、スーパーファミコン風な
どさまざま。シーンも地上、地下、水中など自由に選べる。

10 ©2016 Nintendo
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⬆火星人のしゃべるリズムを覚えてボタンを押す。
リズム感はもちろん瞬間記憶力も大切。

© 2015 Nintendo © 2015

ん

天の国から落ちた“テビリ”が、おウチに れるよう
に手伝うストーリーモード。ゆかいなキャラクターが
登場するステージを、リズムにノッてノリ越えよう！
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物でも敵でもなんでも吸い込むカービィが主人公のアクショ

自分だけのすてきな村を作るゲーム。 本作は2012年11月8日

おなじみの“コピー能力”はもちろん、 敵が残した謎のマシンに

に発売された
『とびだせ どうぶつの

乗り込んで戦う“ロボボアーマー”が使えるように。カービィたち

トキャンプ場などの新要素を追加したバージョン。『とびだせ

の世界をキカイ化した悪の

どうぶつの

業を倒すため、冒険に出発だ！

とびだせ どうぶつの

メーカー名 任天堂

発売日 2016年4月28日

メーカー名 任天堂
ジャンル コミュニケーション
発売日 2016年11月23日

価格 5076円
［税込］

ロボボに ってキカイと戦え！
ン
キケンな 体を放つ“ポイズン”のほか、“ド
クター”や“エスパー”など新しいコピー能力が
登場。本作の目玉である“ロボボ”は、敵と戦

うだけでなく、ブロックを破壊したり仕掛け
を動かしたりするにも役立つのだ。

』は、どうぶつたちが暮らす村の村長になって、

ンゲーム『星のカービィ』シリーズ。 今作は敵の能力を取り込む

のカービィ ロボボプラネット
ジャンル アクション

『どうぶつの

ー
冒険の合間に遊べるサブゲー
ムもいっぱい。 １本のソフトで
４人まで一緒に遊べる 闘アク
ションゲーム、『みんなで！ カー
ビィハンターズ』
が楽しめる。

』
に、amiiboの対応やオー

』を持っていれば無料でダウンロードできるぞ。

amii o+

価格 2916円
［税込］

『とび 』
に
“あそび”
がプラス！
シリーズの
味であるどうぶつとのコミュニケーション
やショッピング、釣りや
り、ほかの村長と交流する
通信要素などは当たり前！ 本作ではさらに、 設を

建てる“公 事業”や村の活動方 を変える“ 例”な
どなど、より自分好みの村作りができるように！

本作ではamiiboと連動させ
ることで、 どうぶつたちとの
コミュニケーションをさらに

楽しめるようになった。 その
ほか新しい家具やミニゲーム
を遊べる家具、 たくさんの家
具をしまえる隠し
な ど、
新要素は盛りだくさん！
⬆村に新しくできたオートキャン
プ場の管理人パニエル。この場所
には普段会いにくい、珍しいどう
ぶつたちが訪れることも!?

⬆ロボボ搭乗中は“スキャン”で敵の能力をコピー。
ロボボがモードチェンジして強力な攻撃を放つ！

12 ©2016 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo
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ル

⬆新たに登場するランプの精・ゆ
う た ろ う。amiiboを 見 せ る と、
そのどうぶつに変身して、いろい
ろなお願いを聞いてくれる。

©2012 - 2016 Nintendo

⬆amiiboで画面にどうぶつたちを呼び出し
て、一緒に写真を撮影できる！ 撮影した
写真はSNSなどでシェアすることも可能。

13
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みんなでワイワイ楽しめるパーティゲームの定番といえば、『マ

セレクトショップの店長になって、 お客様をオシャレにプロ

リオパーティ』シリーズ。 初代から『マリオパーティ10 』までに

デュースする『 Girls Mode 』
シリーズ。コーデに使えるアイテム

登場したミニゲームの数はなんと700種類以上！ 本作はそのな

は洋服や

かから100種類を厳選して収録した“ミニゲームのベスト版”だ。

ブレスレット・時計が追加されたうえ、ネイルまで選べるように

みんなで思い出を語りながら、アツい対戦を繰り広げよう！

なって、もっともっとコーディネートを楽しめるようになった！

ー

、バッグなど20000点以上。本作ではヘッドホンや

オ ーテ

マリオパーティ100 ミニゲームコレクション

Girls Mode 4 スター☆スタイリスト

メーカー名 任天堂

メーカー名 任天堂

ジャンル パーティ

発売日 2017年12月28日

ジャンル わがままコーディネート

価格 5378円
［税込］

発売日 2017年11月2日

歴代ミニゲームを100本収録！

ン ン

価格 5378円
［税込］

オシャレも夢もプロデュース！

オ ーテ

ード

ー

サイコロを ってすごろく を進みながらミニゲームで対戦する
“ミニゲームマッチ”や、複数のミニゲームを遊んで合計得点を競う“デ
カスロン”など、 パーティに ったりの対戦モードを搭載。 遊ぶほ

どに見られる情報や ける音楽が増えていく“コレクション”など、
１人でやり込める要素もあるのだ。

グ

オ ーテ 3

ール ール ール

オ ーテ

ソ
ロ トル ー ング

ー ード

オ ーテ

オ ーテ

フーフーフー

ファッションを通じて、 来店するお客様の をかなえる
お手伝いができるようになった本作。 手を目指す女の子
の初ライブに、どんな衣装を
するのか …… キミの選択
がライブの曲も演出も、お客様の明日も変える!?

オン ー ン

ン

コーデのほか、ショップの内装 外装選
びやオリジナルアイテムのデザインにも
チャレンジ。 インターネットに接続すれ

ば、 全国の店長さんとデザインをシェア
したり、 オリジナルアイテムを売り買い
したりと、楽しみはもっと広がる！

ー

オ ーテ

⬆表情やポーズを変えられる
撮影モードもあって、SNS
に写真やコメントを投稿する
こともできる。

ン ン

14 ©2017 Nintendo
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オ ーテ

オ ーテ

トーン

ル

オ ーテ

⬆出演者と衣装を自由に組み合わせ
て、ライブを再現することも可能。

©2017 Nintendo / syn Sophia

オ
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物語の舞台は、人とポケモンが

ニ ン テ ン ド ー 3 D S ソ フト

存する街・ライムシティ。失

踪した父親を探すためライムシティを訪れた主人公ティムは、
父親の元相棒と

う自称“名探偵”のピカチュウに出会う ……。

映画さながらの展開が楽しめる本格アドベンチャーゲーム。 ピ
カチュウと一緒に、待ち受ける事件の謎を解明していこう！

15タ

パッケージ版もダウンロード版も！
家族や友達の分身を
観察 !?

名探偵ピカチュウ

ト

[任天堂]

メーカー名 ポケモン

ジャンル シネマティックアドベンチャー
発売日 2018年3月23日

今度のピカチュウは名探偵
ン

ン

ル ー

ドラえもんと
英語を学ぼう！

価格 5378円
［税込］

ド

オバケ退治が
クセになる！

ー

ン

[任天堂]

トル

いざ、時代を超えた
冒険を

ン

ル

[任天堂]

オカ

2,916
チャンスショットを
撃ち込め！

3D

オテニ

オー ン

[任天堂]

ドン ー ング

ターン

[任天堂]

3D

作物も恋も
実らせよう

“すみっコ”たちを
見守ろう

おしゃべりするクマとの
友達生活

演奏ゲームに加えて
冒険モードも収録！

[小学館]

[マーベラス]

[日本コロムビア]

[バンダイナムコエンターテインメント]

[バンダイナムコエンターテインメント]

ご当地キャラと
全国を巡ろう！

街を駆け巡り
事件解決！

仲間への愛が
キミの戦闘を支援！

子犬&子猫との
ハッピーライフ♥

ずうっと
遊び続けてしまう

ン
カ

ティムとピカチュウは多くの人々や事件との出会いを経て、
ティムの父親ハリーが“ポケモン凶 化事件”を追っていたこと
に気づく。な ポケモンが凶 化しているのか、ハリーはどこ
へ行ったのか …… 事件の真相はキミの手で見つけ出そう！

ド

カ

ト

ン

ド

ン

オー

ン

ン ーカ ー
[バンダイナムコエンターテインメント]

テ

[任天堂]

ン

フ

ー
[任天堂]

ト
ードル
フ ン
ル

フ ン
フ ン
フ ン

[任天堂]

Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by Creatures Inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon・名探偵ピカチュウは、任天堂・クリーチャーズ・ゲ
16 ©2018
ームフリークの登録商標です。ニンテンドー3DSのロゴ・ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。
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帰ってきた
本格アクションシリーズ！

[任天堂]
※2016年11月23日より『とびだせ どうぶつ
の森 amiibo+ 』として同価格でご購入いただ
けます。

©1998-2011 Nintendo ©2010-2013 Nintendo ©2011 Nintendo ©2012 Nintendo ©2012 Nintendo/CAMELOT ©2012 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS ©2013 Nintendo ©akanbeepapa 阿 賀 野 市 イメージ キャ
ラクター ごずっちょ ©厚木市 ©UPRIGHT ©いが☆グリオ実行委員会 ©2013 isaking / ©2013イーサキング ©潮来市/©itako city ©泉大津 おづみん #0086 ©いなりん 茨城県マスコット ハッスル黄門 ©磐田市 ©うえだ原町一番街商店会 ©2014
ujicci.#0018 ©宇都宮市 ©Aid TAKATA 海老名市イメージキャラクターえび～にゃ 愛媛県イメージアップキャラクター みきゃん ©2009 O.N ©大河原町観光物産協会 ©OKPDESIGN 大阪市阿倍野区マスコットキャラクターあべのん ©ohsai ©大田原市 ©大
船渡市 ©大村市 岡山県新庄村マスコットキャラクター「ひめっ子」©岡山県マスコット「ももっち」©桶狭間古戦場保存会 唐津城マスコットキャラクター唐ワンくん ©京都府 まゆまろ 14100 きりたんぽ発祥の地･鹿角イメージキャラクター ©2010 熊本県くまモ
ン#15718 ©倉吉市 群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」26-060784 ©K.Okawara･Jet Inoue 気仙沼市観光キャラクター「海の子ホヤぼーや」©KounanshiKankohKyokai 九重町観光協会 五島市イメージキャラクター 小松市イメージキャラクター「カブッキ
ー」©さつま町 ©佐野市 鯖江市マスコットキャラクターちかもんくん ©(公財)志木市文化スポーツ振興公社 島観連許諾第2079･2080号 ©松竹芸能/現代企画 ©しろまるひめ ©須崎市2013 すマ第14-130号 ©仙台･宮城観光キャンペーン推進協議会 ©Daiichi
Printing たか丸くん® 多産第1285号 チーバくん 千葉県許諾第B268-1号 ©土浦市 ©T.M ©DIESEL corporation とちまるくん承認第260401号 鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」©2011苫小牧市/No.14035 ©とり奉行骨付じゅうじゅう とり
もっちゃん® TONTONのまち前橋マスコット(キャラクター) ©NARA pref. ©成田市2009 南城市キャラクター なんじぃ ©新潟県 ©nishikokun ©nekoyanagi ©浜松市 ©ばらのまち福山 ©ピカリャ～×竹富町観光協会 飛騨高山公認 お猿のくぅ ©ひと
ひとの会 深谷市イメージキャラクターふっかちゃん ふじっぴー©静岡県 ©ふなっしー ©blast ©BeggarSwindle ©まんとくんネット ©2009 箕面商工会議所 ©宮崎市 みやざき犬使用許可第260163号 ムジナもん® めじろん 大分県第545号 ©山口県♯
26-295 ©Copyright 2013 Yamato Takada City All Rights Reserved. ©yudaspa 米沢市直江兼続マスコットキャラクター かねたん レルヒさん® 和歌山県かつらぎ町イメージキャラクター ©和倉温泉観光協会 わんこきょうだい･そばっち © BANDAI
NAMCO Entertainment Inc. ©小学館 ©藤子プロ、小学館 ©2012 Marvelous Inc. All Rights Reserved. ⓒ2014 San-X Co.,Ltd. All Rights Reserved. ⓒ2014 NIPPON COLUMBIA CO.,LTD. LEGO® City Undercover:
The Chase Begins software © 2013-2015 TT Games Publishing Ltd. Produced by TT Games under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations and the Minifigure are
trademarks of the LEGO Group. © 2013-2015 The LEGO Group. Nintendo properties used with permission. All Rights Reserved. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo. © 2013-2015 Nintendo.

17

2018/06/05 16:47

新ラインナップ
紹介

今 ま で の 3 D S L L & 2 D S L L も い ろ と り ど り で 発 売 中！

こ の 夏 、 ニ ン テ ンド ー 2 D S に 新 し い 仲 間 が で き ま し た 。

ライム×ブラック

パールホワイト

メタリックブルー

少年心をくすぐる
定番シャープカラー
希望小売価格

●Newニンテンドー2DS LL マリオカート7パック

希望小売価格

¥ 18 , 880（税別）

¥ 15 , 980（税別）

希望小売価格

¥ 14 , 980（税別）

『マリオ』や

『どうぶつの森』など

1000 タイトル以上の
すべての
3 DSソフトが
遊べます。

心落ち着く
パステルカラー
希望小売価格

● N e w ニ ン テ ン ド ー 2 D S L L と び だ せ ど う ぶ つ の 森 a m i i b o ＋ パ ッ ク ¥ 15 , 980（税別）

ブラック×ライム

クリーパーカラー＆
特徴的な凸凹ボディ
希望小売価格

● N e w ニ ン テ ン ド ー 2 D S L L M I N E C R A F T C R E E P E R E D I T I O N ¥ 16 , 980（税別）
18
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ホワイト×ラベンダー

N e w ニ ン テ ンド ー 3 D S L L セット 内 容
●Newニンテンドー 3 DS LL本体 ････････････････ 1 台
●専用タッチペン ･･････････････････････････････ 1 本
●microSDHCメモリーカード（ 4 GB）･･･････････ 1 個
●ARカード ･･････････････････････････････････ 6 枚
●かんたんスタートガイド・取扱説明書・保証書 ･･･････ 各 1 冊

専用タッチペンとmicroSDHCメモリーカードは本体に取り付け済み

© 2018 Nintendo

ブラック×ターコイズ

N e w ニ ン テ ンド ー 2 D S L L セット 内 容
● Newニンテンドー 2 DS LL本体････････････････ 1 台
● 専用タッチペン ･････････････････････････････ 1 本
● microSDHCメモリーカード（ 4 GB）･･･････････ 1 個
● ARカード ･･････････････････････････････････ 6 枚
● かんたんスタートガイド・取扱説明書・保証書 ･･････ 各 1 冊

専用タッチペンとmicroSDHCメモリーカードは本体に取り付け済み

© 2018 Mojang. MINECRAFT®is a trademark of Mojang Synergies AB.

ホワイト×オレンジ

ACアダプター別売
¥ 952（税別）

希望小売価格

ニンテンドー 3DS/ ニンテンドー 2DS/DSi/
DSi LLに付属のACアダプターをお使いた
だけます。
お持ちでない場合は、 別売のNewニンテン
ドー3DS ACアダプター[ WAP-002（JPN）]
をお買い求めください。
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ニ ン テ ン ドー 3 D S
オール ソ フ ト カ タ ログ

2011- 2018
ニンテンドー3DSが誕生した
2011年から2018年現在までに発売されたソフト
1233本を一挙掲載！

ニ ン テ ン ド ー e シ ョ ッ プ で 夏 の 大 セ ー ル 開 催 中

あ の 人 気 作 が お 得 に 買える チャン ス！
開催期間

前半

3

後半

このあとのオールカタログでもセール対象品をチェック！

主なセール対象品

カタログの見方
❷ メーカー名。

❶
スティールダイバー

このマークが目印！
！

❷
❸
2011年5月12日
❹

❽

ケージ

❻

メーカー名 任天堂

ジャンル アクション
発売日

❺

価格 4937円
［税込］

3D海戦、 発！

セール
［ 前半 ］

フ

ー
3

3

ル
オカ

3D

3

トロ ド
ターン

ロ

3

カー

3

❼

に って出動せよ
潜
を操り、広がる3Dの大海に
繰り出そう。 ミッションを遂行する
横スクロールアクションの潜
モ
ード、 魚雷で敵 を撃沈する潜望
モード、 戦略シミュレーション形式
の海戦モードといった、 まったく異
なる３つのモードを楽しめるぞ。

ト

❶ ゲームタイトル。下のマークが付いているものはウルトラサマーセー
ルの対 品です。 セールタイトルの 売価格については、 ニンテン
ドーeショップの タイトルダウンロード画面にて、ご確 ください。

セール
［ 後半 ］

セール前 期間
2018年7月19日
（

ー ー
オ ーカー
ニンテンドー3DS

3

20

ト

3

3

ウルトラサ ーセールの
はタイトル とに
ます。実 の
はニンテンドーeショップの タイトル ウンロード
わし は任天堂 ーム ージ
さい。 https //www.nintendo.co.jp/summersale2018/index.html

3DScat_h2-021_tokusyu.indd 20-21

ドン ー ング
ターン 3D

ン

3
に 、

さい。

セール後 期間
2018年8月9日
（

2018 8 2日
までのニンテンドー3DSで
ます。 カタロ に
さ
いる
はす

）
10 00〜8月9日
（

）
9 59

）
10 00〜8月31日
（金）
9 59

るタイトル
、2018 5

日

❸ ジャンル。
❹ 発売日
（配信日）
。パッケージ版とダウンロード版で発売日（配信日）が
異なる場合、より早いほうを 載しています。
❺ 価格。ニンテンドーeショップで購入できるダウンロード版の価格を
載しています。一部、パッケージ版のみ 売されているタイトルは、
メーカー 望小売価格を 載しています。複数のバージョンがある場
合、特記がないかぎり価格はバージョン個別のものです。また、一部
の無料ソフトはソフト内購入に対応しています。 詳 は任天堂公式
ホームページでご確 ください。
❻ CEROレーティング。
❼ ニンテンドーeショップ 品ページの Rコード。ニンテンドーeショ
ップで メニュー
設定・その
Rコードの読み取り を選択し、
画面に表 される点線の枠に Rコードを合わせると、 品ページに
移動することができます。同じ発売日で複数のバージョンがある場合、
Rコードの上にバージョン名を記載しています。
❽ パッケージ版のみ 売されているタイトルで、ニンテンドーeショッ
プでの購入ができないものは、 Rコードの上に パッケージ版のみ
と記載しています。また、Ne ニンテンドー3DS
、およびNe
ニンテンドー2DS
でのみ遊ぶことのできる専用ソフトには、 R
コードの上に Ne ニンテンドー3DS専用 と記載しています。

し います。た し、バーチャルコン ール、
の
ウンロード フト、ニンテンドーeショップですでに
の のです。
は、ニンテンドーeショップの タイトル商
ージに
さい。

し いる フト
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ケージ

とびだす! パズルボブル 3D
メーカー名 スクウェア・エニックス

ジャンル パズル

ニ ン テ ンド ー 3 D S オ ー ル ソ フト カ タ ロ グ

発売日 2011年2月26日

2011

メーカー名 セガゲームス

ジャンル アクション レース バトル

価格 5122円
［税込］

発売日 2011年3月3日

名作パズルゲームを立体 像で、解く

価格 4536円
［税込］

3D立体視で、バトルもレースもアクションも

1994年にアーケードゲームとし

て登場以来、 根強い人気を

パズルアクション、 レース、 バト

る名作

ルロイヤルといった異なるジャンル

えて、立体視機能を活かした“ギミッ

４人までの通信対戦が可能。 パズル

パズルゲームが3D映像で生まれ変わ
ったぞ。 奥行きのある画面演出に加

を、 たった１本のソフトで遊べる。
レースとバトルロイヤルでは、 最大

クバブル”や、“とことんモード”など

アクションではモーションセンサー

楽しい新機能も満載。

nintendogs + cats
Newフレンズ／
トイ プードル
Newフレンズ／
フレンチ ブル
Newフレンズ

コンバット オブ
ジャイアントダイナソー3D
メーカー名

ービーアイソフト

ジャンル アクション

メーカー名 任天堂

ジャンル コミュニケーション
発売日 2011年2月26日
ト

発売日 2011年2月26日

価格 2916円
［税込］
ードル

ン

ケージ

リッジレーサー3D

価格 5184円
［税込］

発売日 2011年2月26日

原始地球で最強の恐 王を目指せ！

キュートな子 や子猫との っこりペットライフ！
なでたり遊んだり散歩にいったり
と、 かわいい子犬や子猫との生活を
楽しめるソフト。3D映像の子犬や子
猫は、まるで目の前にいるかのよう！
最初に飼える子犬は柴やトイ・プード
ル、フレンチ・ブルなどパッケージご
とに９種類から選べる。

スーパーストリートファイター
3D EDITION

高 レースバトルは3Dの未 なる

発売日 2011年2月26日

と

ケージ

メーカー名 KONAMI

ジャンル サッカーゲーム

発売日 2011年2月26日

価格 2057円
［税込］

発売日 2011年2月26日

無双 Chronicle

3DSの立体 像で、 場感あ れるサッカー体験！
ニンテンドー3DS初のサッカーゲ
ーム。世界 国の代表チーム60カ国、
クラブチーム約170、スタジアム20
カ所以上を収録。 立体視機能でフィ
ールドの奥行きやロングパスの 道
がリアルに表現され、 ピッチにいる
ような感覚が味わえる！
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価格 6151円
［税込］

レイトン教授の高校生時代が明らかに！
ドラマもナゾトキも、 すべての要
素が3Dで楽しめる
『レイトン』シリー
ズ第５弾。舞台は“
の 士”が数々
の恐ろしい事件を引き起こす、 美し
き街モンテドール。 この街で起こる
事件が、 レイトンの しい過去とも
して …… !?
ケージ

3Dキューブ
メーカー名 サンソフト

ジャンル タクティカルアクション
発売日 2011年2月26日

リアルな立体視映像で楽しめる、
スリル満点の本格派ステルスアクシ
ョンゲーム。 敵地に潜入し、 敵の目
や設備をかいくぐり、 存在を気づか
れることなく任 を遂行しよう。 武
器選択やガジェット管理も、 タッチ
スクリーンで快適に操作可能。

メーカー名 レベルファイブ

メーカー名 コーエーテクモゲームス

価格 5966円
［税込］

3D空間を舞台に、 入ミッション開始

ジャンル ナゾトキ・ファンタジーアドベンチャー

『スパ 』
のダイナミックバトルを手の らで

戦

へ

価格 5184円
［税込］

ケージ

の仮面

総勢35名のキャラクターが大集結。
全国のプレイヤーとインターネット
対戦ができるぞ。 タッチスクリーン
を使えば
に必 技を発動できる
ので、 コマンドミスの心配はゼロ。
3Dバーサスやフィギュアコレクショ
ンといった新要素も盛りだくさん。

ウイニングイレブン 3DSoccer

ケージ

ービーアイソフト

発売日 2011年3月17日

感抜 のレースバトルが、 ニ
ンテンドー3DSとなりパワーアップ！
収録車種にマッスル系ハイパワーマ
シンも加わり、 大
や雪 などの
新コースも追加。 複雑なテクニック
は不要で、 爽快感あふれる白熱の３
Dレースバトルを楽しめる。

レイトン

メーカー名 カプコン

ジャンル 対戦格

メーカー名

ジャンル ステルスアクション

価格 3024円
［税込］

立体視機能で美しくよみがえった
原始地球を舞台に、 恐竜同士のタイ
マンバトルを楽しめるアクションゲ
ーム。
アルコサウルスを倒すた
め、４種族30体以上の恐竜のなかか
ら、 種族最強のダイナキングを４
体そろえて立ち向かうのだ！

ブル

を使った直感的操作も楽しもう！

スプリンター ル 3D

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル レースゲーム

ケージ

スーパーモンキーボール3D

ジャンル パズル

価格 2880円
［税込］

場感あ れる戦場で、一

発売日 2011年3月3日

千！

『戦国無双』シリーズがニンテンドー
3DSに初登場。 操作キャラクターを
瞬時に切り替えられる“プレイキャラ
チェンジ”などの新システムが搭載さ
れた。 戦 によって４人の武 を切
り替えつつ、 一 当千の爽快感をた
っ りと味わおう。

価格 4104円
［税込］

の超立体3Dパズルゲーム！
3D映像で楽しめる、
の新感
覚パズルゲーム。 立体的に組み込ま
れたキューブ の
を、 スライ
ドバッドで回転させながら２個１組
で消していこう。 ダウンロードプレ
イでは、 ソフトが１本あれば友だち
と２人対戦プレイができるぞ。

©2011 Nintendo © 2009 JFA Official Licensed Product of UEFA CHAMPIONS LEAGUE .
All names, logos and trophies of UEFA are the property, registered trademarks and/or logos of
UEFA and are used herein with the permission of UEFA. No reproduction is allowed without the
prior written approval of UEFA. adidas, the 3-Bars logo, the 3-Stripe trade mark and Predator are
registered trademarks of the adidas Group, used with permission. adiPURE, adiZERO and F50 are
trademarks of the adidas Group, used with permission. the use of real player names and likenesses
is authorised by FIFPro and its member associations. O cially licensed by Asociaci n del F tbol
Argentino O cially licensed by Czech National Football Association O cially licensed by CFF
© 2010, DFB Licence granted by m4e AG, Gr nwald © The Football Association Ltd 2010.The FA
Crest and FA England Crest are o cial trademarks of The Football Association Limited and are the
subject of extensive trade mark registrations worldwQide. © Football Federation Australia Limited
2010 copyright FFF O cially licensed by FIGC and AIC All copyrights and trademarks are KNVB
respectively Team Holland property and are used under license. © 2001 Korea Football Association
Licensed by OLIVEDESPORTOS (O cial Agent of the FPF) Producto o cial licenciado RFEF
© 2002 Ligue de Football Professionnel ® O cially Licensed by Eredivisie Media
Marketing
C.V. O cial Licensed Product of A.C. Milan Manchester United crest and imagery © MU Ltd
© Real Madrid (10) O cial product manufactured and distributed by Konami Digital Entertainment
under licence granted by Soccer s.a.s. di Brand Management S.r.l. Under licence from Tottenham
Hotspur Plc Wembley, Wembley Stadium and the Arch device are o cial trademarks of Wembley
National Stadium Limited and are subject to extensive trade mark registrations. All other copyrights
or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. © Konami
Digital Entertainment © 2011 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, and the Ubisoft
logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. ©CAPCOM U.S.A.,
INC. 2011 ALL RIGHTS RESERVED. ©2011 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
©2011 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original Work ©TAITO CORPORATION
1994 All Rights Reserved. Developed by ARIKA CO., LTD. ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©2011 LEVEL-5 Inc. ©SUNSOFT
Puzzle Game Shanghai ®は、サン電子株式会社の登録商
標です。
Puzzle Game Shanghai ®に する日本
における
の
は、サン電子株式会社
し お ます。 ©SEGA © 2011 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Splinter Cell, Sam
Fisher, the Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the
U.S. and/or other countries.
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ケージ

GUNDAM THE 3D BATTLE
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル ガンダムアクション
発売日 2011年3月24日

ニコリの
3D
～8つのパズルで1000
メーカー名 ハムスター

ジャンル パズル

価格 6264円
［税込］

発売日 2011年3月31日

『ガンダムバトル』
シリーズの3Dアクション、発進！

メーカー名 任天堂

ライフゲーム

発売日 2011年5月19日

3D 像で かなる空へと大冒険！

価格 1900円
［税込］

大 きな動物たちとコミュニケーション

南国の島を舞台に、 飛行機、 ロケ

3D映像で描かれた本物そっくりの

ットベルト、 ハンググライダーの３

動物たち100種類以上を集めて、 自

マイズやキャラクター育成も自由自

ニンテンドー3DSならではの見やす

イトモードでは、40種類以上のミッ

の姿も!?

数は1000問！ 入力した数字を拡大
したり、立体表 できるようになり、

ケージ

プロ

ケージ

ファミスタ2011

発売日 2011年3月31日

自由気ままなラビッツが、時空を超えて大暴れ！

BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT Ⅱ
メーカー名 アークシステムワークス

発売日 2011年4月14日

3Dプロ野球アクション、開 ！

個性 かなキャラを操り、 がれる
“蒼”
の歴史

ジャンル アクション

メーカー名 ドラス

ジャンル 体

シューティング
発売日 2011年3月31日 価格 3079円
［税込］

体感3Dシューティング！
ニンテンドー3DS本体のカメラと
ジャイロセンサーを使った3Dシュー
ティング。3DS本体を動かしながら、
地球を むウイルスたちにワクチン
ビームを びせよう！ 武器を強化し
つつ、 全部で150以上のステージク
リアを目指そう！

発売日 2011年5月12日

実とは異なる人生を んでみる

新キャラクター ４名が加わり、 バ
トルはヒートアップ！ キャラクター
を強化しつつサバイバル形式で敵と
戦 い つ づ け る 新 モ ー ド “ABYSS
MODE”の搭載や、 フルボイスのシ
ナリオの追加など、 バトルやストー
リーをとことん味わえる。

価格 4937円
［税込］

3D海戦、 発！

発

メーカー名 I インスティテュート

3

に って出動せよ

メーカー名 コーエーテクモゲームス

トレーニング
発売日 2011年4月7日 価格 2800円
［税込］

ジャンル 対戦格

発売日 2011年5月19日

空間でレッツ トレ！

©創 ・サンライズ ©2010 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Rabbids, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
© ARC SYSTEM WORKS ©DORASU ©2011 NIKOLI Co., Ltd. / ©2011 HAMSTER Co. ©BNEI (社)日本
NPB BISプロ
公式 録
プロ
フランチャイズ
公
© 2011 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, The Sims and The Sims 3 logo are trademarks of Electronic Arts Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.
© IE Institute Co., Ltd. ©2011 Nintendo ©Konami Digital Entertainment (社)日本
NPB BIS プロ
公式 録
プロ
フランチャイズ
公 ゲーム に
さ た

は、

ワンピース アンリミテッドクルーズ
スペシャル

ケージ

ジャンル アクションアドベンチャー
発売日 2011年5月26日

価格 6264円
［税込］

3DSでよみがえる、ド 力のゴムゴムバトル！
『ワンピース アンリミテッドクルー
ズ エピソード１ エピソード２』が
ニンテンドー3DSで登場！ 立体視
映像で 巻のバトルを楽しめるだけ
でなく、 マリンフォード を追加。
あの激闘を追体験できる本作ならで
はの新モードが収録された。
ケージ

タッチ!ダブルペンスポーツ
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント
ジャンル

価格 5554円
［税込］

り合いの爽快バトルが、3DSでボッ発！

3D トレとは、覚える力と える
力を空間のなかで育むトレーニング
方法。 数字や図形などを探したり、
対 物の 置を制限時間内に記憶し
たりして、 ゲーム感覚で記憶力と思
力を楽しく えていこう。 全180
ステージのトレーニングを収録。

近未来の戦場を舞台にした、 ニン
テンドー3DS初の戦術シミュレーシ
ョン。 それぞれ特性が異なる６名の
特殊部隊を いて、 敵との頭 戦を
勝ち抜いて任 を遂行しよう。 スト
ーリーは ミッション、37のマップ
で構成されているぞ。

潜
を操り、広がる3Dの大海に
繰り出そう。 ミッションを遂行する
横スクロールアクションの潜
モ
ード、 魚雷で敵 を撃沈する潜望
モード、 戦略シミュレーション形式
の海戦モードといった、 まったく異
なる３つのモードを楽しめるぞ。

DEAD OR ALIVE Dimensions

ジャンル

“ゴースト”
チームを指 して全 生 せよ！

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

PC版、 家庭用ゲーム機版の世界
計 売本数１億本を突破した人生
シミュレーションゲームが、 ニンテ
ンドー3DSに登場。 仮想世界の 人
“シム”を操り、 彩り豊かな人生を疑
似体験してみよう。 すれちがい通信
では新たな髪型や服をゲットできる。

空 さがしもの
力
3D トレーニング

価格 6264円
［税込］

立体視映像により、 プロ野球選手
の存在感やスタジアムの 場感は、
テレビ中継と見間違えるほどリアル
に！ コーチ助 システムに加え、オ
ーダー自動編成機能を新たに搭載し、
さらに遊びやすくなった。12球団の
選手800人以上を収録。
ケージ

ケージ

ービーアイソフト

発売日 2011年5月19日

メーカー名 任天堂

生シミュレーション
発売日 2011年4月1日 価格 5121円
［税込］

ジャンル

ケージ

価格 5966円
［税込］

スティールダイバー

メーカー名 エレクトロニック・アーツ

ィジュアル ベル
発売日 2011年3月31日 価格 1500円
［税込］

ゴーストリコン シャドーウォー
ジャンル シミュレーション

自分だけの、リアルなプロ野球チーム

ケージ

ンを楽しめる。

メーカー名

プロ野球選手カードには、 実在の
プロ野球選手の写真を 載。 投打モ
ーションやバットの色なども再現し、
本物のプロ野球選手と対戦している
みたい！ 試合の駆け引きを熱くする
アクションの追加や、 ドリームペナ
ントモードもグレードアップ。

ザ・シムズ3

ジャンル 2D対戦格

ウイルスシューターXX

メーカー名 KONAMI

動物たちを見学したり、

をあげたりしてコミュニケーショ

いていこう。

ケージ

スピリッツ2011

ジャンル プロ野球

価格 6264円
［税込］

先史時代、 古代エジプト、 古代ロ
ーマ帝国、 中世ヨーロッパの４つの
時代を舞台に、 ラビッツが大冒険。
仕掛けだらけの飛び出すステージを
突破しながら、 ゴールを目指そう。
3Dフィギュアなど立体視映像を使っ
たおまけ要素もたっ り収録！

テクニックを

プロ

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

分だけのオリジナル動物園を作ろう。
なかには、 絶滅したはずの の動物

ションにチャレンジして、 フライト

対戦は４名まで楽しめる！

ジャンル 3Dプロ野球アクション

価格 5184円
［税込］

つの乗り物を操作しながら、 大空を
自由に飛び回ろう。 ミッションフラ

さ、 遊びやすさを実現したぞ。 通信

能しよう。

ービーアイソフト
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価格 4937円
［税込］

コリのパズルを収録。 その出題問題

ラビッツ タイム・トラベル

24

ジャンル 動

戦士 ガンダム』
『 機動戦士ガンダム

ーンを

目の がゲーム空間に！

メーカー名 マーベラス

“数独”、“カックロ”など全８種のニ

在。 奥行き感のあるマップや戦闘シ

発売日 2011年3月24日

発売日 2011年4月14日

ニコリのパズル1000問にトライしてみる

逆襲のシャア』
の物語を追体験できる
ガンダムアクション。 機体のカスタ

メーカー名

ジャンル スカイスポーツ

価格 2879円
［税込］

場版『機動戦士ガンダム』
『 機動

ジャンル アクション

アニマルリゾート
物園をつくろう!!

パイロットウイングス リゾート

～

タッチで技を発動するコマンドリ
スト、 物語にそったチュートリアル
など、 初心者にも優しい3D対戦格
闘。 ２人で協力して敵を倒すタッグ
チ ャ レ ン ジ モ ー ド や、
『 METRO D
Ot er M 』とのコラボステージなど
新要素もたっ り！

スポーツ

発売日 2011年6月2日

価格 4937円
［税込］

手でタッチして、スポーツをエンジョイ！
２本の専用タッチペンを両手に持
って遊ぶアクションゲーム。 スポー
ツ競技ではベースボール、 ボクシン
グ、アーチェリーなど全 競技14種
目、 エクササイズでは3種類のトレ
ーニングを楽しめる。 さらにタッチ
センスチェックも 定できる！

原 とし 2010 プロ
ントシーズン の ータ
に 作し います。「 」
はバン イの商標です。 ©2011 Nintendo ©2011 コーエーテクモゲームス All rights reserved. METROID Other M
©2010 Nintendo Codeveloped by TECMO / Team NINJA ©2011 Marvelous Inc. ©2011 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy, Ghost Recon, the Soldier Icon, Ubisoft and
the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. ©
/集英社･フジテレビ･東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©BANDAI
NAMCO Entertainment Inc.
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バイオハザード
ザ マー ナリーズ 3D

ARC STYLE: さっかー!!3D

メーカー名 カプコン

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル サバイバルアクション
発売日 2011年6月2日

価格 2000円
［税込］

現場に残された

ナムコの2大名作をニンテンドー3DSで！

拠品を集めて事

ナムコの２大名作
『パックマン』と

ージで、 クリスが邪教

ポよく試合が進んでいくぞ。 自分だ

作映画のV P向けプレミア上映会の

ニンテンドー3DSの向きを変えて遊

ドといった かいルールはすべてカ
ット。 操作方法もシンプルで、 テン

と闘うシー

な

価格 617円
［税込］

オ

ロ3D

発売日 2011年6月7日

メーカー名 アスキー・メディアワークス
発売日 2011年6月9日

オ ロゲームを、いつでもどこでも！

メーカー名 ハムスター

価格 617円
［税込］

戦 機ソルバルウに り、ゼビウス軍を撃て！

発売日 2011年6月7日

ハイクオリティな
“数 ”
、解ける

発売日 2011年6月16日

解ける

メーカー名 シルバースタージャパン

メーカー名 ポイソフト

出 ゃう
発売日 2011年6月7日

ジャンル
価格 500円
［税込］

3D画像の美 なブロック しにトライ
立体視機能に対応した、 誰もが気
軽に遊べるブロック し。 かつてな
い立体感を味わいながらプレイでき
る。 くせのある５種類のブロックの
特性を
し、 数々のアイテムやテ
クニックを駆使しながら、全50ステ
ージをクリアしよう。

3D世界でよみがえる
『時のオカリナ』

キミは

に ちていく石だ！
を落ちていく石の視点をひた
すら楽しむ、 シンプルな落下アクシ
ョンゲーム。 石の操作は、 スライド
パッドのみで行うぞ。 立体視映像に
よる
かつスリリングな落下感覚
を味わえるので、 思わず び声が
れてしまうに違いない!?

©CAPCOM CO., LTD. 2011 ALL RIGHTS RESERVED. ©1984-2011 Nintendo ©1982 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2011 Nintendo Licensed by BANDAI NAMCO Entertainment
Inc. ©SilverStarJapan © ARC SYSTEM WORKS © ARC SYSTEM WORKS オセロは登録商標です。 ©2011 NIKOLI Co., Ltd. / ©2011 HAMSTER Co. ©POISOFT

価格 500円
［税込］

あのファストフード店に、 じ められた！
数々のアイテムを駆使して脱出を
試みるアドベンチャーゲーム。 舞台
は、 誰もいない有名バーガーチェー
ン店“クマドナルバーガー”。 店の出
口のドアはしっかりと じられてい
る。 店内のあやしい場所をあちこち
調べながら、脱出を試みよう。

ラビラビ 伝 Witch's Cat
（ウィッチズキャット）
脱出アクションパズル
価格 700円
［税込］

発売日 2011年6月29日

魔法と変化を使い分け、迷宮から脱出

1998年にニンテンドウ64用ソフ
トとして発売されたソフトが、 新た
に描かれたグラフィックや新規要素
とともに、 ニンテンドー3DSで生ま
れ変わった。 美しきハイラルの地を
舞台に、 少年リンクの時を超えた冒
険と成長の物語が始まる！

Fish Eyes 3D

アクション
価格 300円
［税込］

発売日 2011年6月29日

ジャンル

価格 2916円
［税込］

世界的ブームとなった“数独”をた
っ りと収録。数独を命名したのは、
パズル制作の老 ニコリ。 問題が解
けたときの爽快感や、 パズルのなか
に感じるストーリー性は、 これまで
パズル制作に真 にとり組んできた
ニコリだからこそ。

ひゅ～ストン

ジャンル 脱出ゲーム

メーカー名 シルバースタージャパン

ジャンル アクションアドベンチャー

価格 514円
［税込］

SIMPLE DLシリーズ Vol.1 THE 密 からの
脱出 ～不思議なクマドナルバーガー編～

本格的なバスフィッシングゲーム
としては、 ニンテンドー3DS初！
立体視映像による、 生き生きとした
中映像を味わえるぞ。 ルアーは全
部で400種類。 天候や地形に合わせ
て最適なルアーを選択し、 バスとの
ファイトを楽しもう。

メーカー名 任天堂

3D映像で生まれ変わった『ゼビウ
ス』は、 戦闘機ソルバルウを操りゼ
ビウス軍と戦うシューティングゲー
ム。1982年にアーケードゲームと
して発表された。 空と地上から攻撃
してくる敵軍を相手に、 ２種類の兵
器を使い分けて立ち向かえ。

し

リアルなバスフィッシングを体感！

ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D

ジャンル パズル

新作として収録しているぞ！

メーカー名 D3パブリッシャー

価格 5184円
［税込］

シンプルで奥が深い、 定番のテー
ブルゲームがニンテンドー3DSに登
場。 初心者から上級者まで、 コンピ
ュータの強さは12段階。リプレイモ
ードも搭載しているので、 対
後にはリプレイデータを見たり、 途
中から始めることができる。

ニコリのパズル

メーカー名 任天堂

ケージ

ジャンル スポーツ
（フィッシング）

価格 510円
［税込］

ぶ
『 GA AGA 3D MPACT 』を完全

画フィルムの謎に迫るのだ。

FISH ON

ジャンル テーブルゲーム

作品に加え、 ニンテンドー3DS本体
を けて遊ぶ
『 PAC-MAN T T 』
や、

前日に行方不明となってしまった映

ん、通信対戦プレイにも対応。

1984年に発売されたファミコン
用ソフトが、 奥行き感抜 の立体視
映像になって やかによみがえる！
バイクを操作して、 さまざまなコー
スを 走しよう。 デザインモードで
は、 パーツを自由に配置したオリジ
ナルコースで、レースを楽しめるぞ。

3Dクラシックス ゼビウス

ゲームだ。物語の舞台はハリウッド。
立探偵であるプレイヤーは、 超大

けのオリジナルチーム作りはもちろ

メーカー名 アークシステムワークス

3DScat_data_QR1_22-36_2011.indd 26-27

キミの発見と らめきが事件のカギとなる

価格 5184円
［税込］

『ギャラガ』が１本に。 過去の名作４

エキサイティングな3Dレース、開 ！
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発売日 2011年6月23日

理

メーカー名 任天堂

し
発売日 2011年6月7日

価格 514円
［税込］

件の真相を導く、 アイテム探し

3Dクラシックス エキサイトバイク

ジャンル ブロック

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル アクション シューティング

ッカーゲーム。 ファウルやオフサイ

シチュエーションが満載。

3Dブロック

発売日 2011年6月7日

ケージ

テンドー3DS版。 制限時間内に敵を

ンなど、 シリーズファンにも新

発売日 2011年6月7日

パックマン ギャラガ ディメンションズ

モード

初心者にも優しい、 カジュアルサ

倒してハイスコアを狙おう。『バイ
オハザード4 』の舞台である古城ステ

ジャンル シューティング

えたフィルム～

ジャンル アイテム探し推理ゲーム

お手軽サッカーゲームが、キックオフ！

『バイオハザード』シリーズ初のニン

発売日 2011年6月7日

メーカー名

ん ん3Dさっ ー
発売日 2011年6月7日 価格 510円
［税込］

ジャンル

本能の くままに戦うサバイバルアクション

ジャンル バイクレース

ミステリー P.I.～

テイルズ オブ ジ アビス

メーカー名 マーベラス

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル ネイチャー フィッシング
発売日 2011年6月23日

迷宮アクションパズル
『ラビ×ラビ』
第３弾。 ４つの魔法とチェシャ猫に
変化できるアリシアを操作して、 女
王が仕掛けた罠まみれの50ステージ
を突破しよう！ 特性が異なる３種類
のブロック、 おばけ、 の など新
ギミックも登場。

価格 1900円
［税込］

手の らで、気軽にフィッシング
『 is E es 』シリーズ15周年を記
念して登場した、 ニンテンドー3DS
版。 大自 のなかで、 ダイナミック
なフィッシングを楽しめる。 雄大な
景色や、 多種多様な魚たちとの手に
る戦いが、3Dとなってますます
パワーアップ！

ジャンル 生まれ

発売日 2011年6月30日

るRPG
価格 3024円
［税込］

自分を受け入れた先に、未来がある。
不 の名作として根強い人気を
るソフトがニンテンドー3DSでよみ
がえる。
（スコア）に 配された
世界“オールドラント”が舞台。 わが
ままで世間知らずだった主人公ルー
クが、 旅路のなかで自分の生まれた
意味を知り成長していく姿を描く。

©2012 Electronic Arts Inc. Mystery P.I. and PopCap are trademarks of Electronic Arts Inc. ©G-mode ©2011 ASCII MEDIA WORKS Inc. developed by SIMS ©1998-2011 Nintendo ©2011
Marvelous Inc. ©2011 Natsume Inc. ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2011 INTENSE ©2011 D3 PUBLISHER ©SilverStarJapan ©藤
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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ケージ

と魔法と学園モノ。3D
メーカー名 アクワイア

メーカー名 任天堂

ジャンル 本格3Dダンジョン学
発売日 2011年7月7日

RPG
価格 6048円
［税込］

ジャンル シューティング

発売日 2011年7月14日

3Dダンジョン学園へ、ようこそ！

3D

プレイヤーは、 冒険者の

メーカー名 シルバースタージャパン
価格 4937円
［税込］

のプロへの道も、一 から

1997年にニンテンドウ64用ソフ

ソフト『

星

価格 617円
［税込］

スクロールシューティングを3DSで
』をニンテン

1986年にファミコン用ソフトと

して発売された名作シューティング

だけのキャラクターや

をよけながら、 襲いくる敵を撃

実力者まで楽しめる。40

から攻撃してくる敵に爆弾を投げつ

と

64 』が復活！ 惑星や宇宙空間を舞台
に、 石 やビル 、 レーザーなど

想パーティ

望あふれる学園生

の

士団

ケージ

し

みんなで
“美

発売日 2011年7月27日

”
、やってみる

ケージ

メーカー名 サンタエンタテイメント

ケージ

価格 4860円
［税込］

メーカー名 フリュー

の さ
るRPG
発売日 2011年7月14日 価格 6264円
［税込］

ジャンル

迷宮ティターンの最深部に挑め！
若き竜 ファングが、 失われた力
を取り戻すために巨大な迷宮ティタ
ーンに挑むRPG。テーマ曲は植松伸
夫 、 キャラクターデザインにはア
ニメ業界やコミック業界から人気作
家陣13名が 加するなど、豪華クリ
エイター陣が集結。

メーカー名 日本

三

乱戦

価格 500円
［税込］

発売日 2011年7月21日

ジャンル 本格ビリヤード

発売日 2011年8月10日

価格 6264円
［税込］

ビックリマンのバトルで、漢字や 語も完 ！
チョコレート 子“ビックリマン漢
覇王”が、 ニンテンドー3DS用ソ
フトに。 漢字の画数や 語の総画数
を競い、 相手と熱い“漢 バトル”を
繰り広げるぞ。 遊んでいるうちに、
いつの間にか漢字や 語を学べる一
石 鳥のソフトだ。

©2011 ACQUIRE Corp. All Rights Reserved. © Konami Digital Entertainment ©1984-2011 Nintendo © FURYU Corporation. ©1997-2011 Nintendo ©2011 NIKOLI Co., Ltd. / ©2011
HAMSTER Co. © 2011 SantaEntertainment. © 2011 Natsume Inc. ©2011 Nippon Ichi Software, Inc. ©LOTTE/BMKP/日本
フトウェア ©SilverStarJapan ©2011 Jupiter ピクロスは任天
堂の登録商標です。 ©2011 NIKOLI Co., Ltd. / ©2011 HAMSTER Co. カックロ は株式会社ニコリの登録商標です。 ©CAPCOM CO., LTD. 2011 ALL RIGHTS RESERVED.

価格 510円
［税込］

初心者も 人も、本格ビリヤード対戦
ニンテンドー3DSで、 本格的なビ
リヤードゲームを体験！ ルールはお
なじみのナインボールから、 オリジ
ナルルールの“Ja
Game”を含む
全6種類。 インターネットランキン
グ対応で、 全国のプレイヤーとスコ
アを競えるぞ。

VectorRacing
メーカー名 アークシステムワークス
ジャンル

価格 514円
［税込］

人気の
“カックロ”
、もうハマった

スタルジックハイスピードレーシング
価格 300円
［税込］

発売日 2011年8月10日

レトロコンピュータ風のレーシング！

パズルゲーム制作の専 家ニコリ
が作ったパズル“カックロ”を、 全50
問たっ り楽しめる。 初めての人も
練者も、初級・中級・上級と難易度
ごとに設定された目 タイムのクリ
アを目指そう。 解けば解くほどやみ
つきになること間違いなし。

ケージ

ソフトウェア

ジャンル 漢字シールバトル

メーカー名 アークシステムワークス

ニコリのパズル カックロ

発売日 2011年8月3日

本編／

～

の中から出現するベルを

取れば、パワーアップ！

ARC STYLE: Jazzy BILLIARDS
3D Professional

人間の女の子がもとの体に戻るた
め、 心優しいモンスターたちとホラ
ーダンスを るリズムアクションゲ
ーム。 タッチペンでタッチしたり、
なぞったり、 多彩なアクションでホ
ラーダンスを ろう。 ファッション
ショーや いなども楽しめるぞ。

王

けよう。

数字をヒントにイラストを完成さ
せるピクチャークロスワードパズル
『ピクロス』が、ニンテンドー3DSに
ってきた。 問題サイズは5×5、
10×10、15×15の３種類で、 全
150問。ナビゲーション機能付きで、
操作性もばっちり。

ジャンル パズル

かわいいモンスターたちとレッツダンス！

ビックリマン漢

保

メーカー名 ハムスター

1984年に発売されたファミコン
用ソフトが、 ニンテンドー3DSで生
まれ変わった！ 次々と現れるケンカ
自 の男たちを、 １対１の り合い
で倒していこう。相手をすべて倒し、
“アーバンチャンピオン”の称号を
得できるか!?

アンチェインブレイズ レクス

の

ゲームが、3D表現となって復活だ。
戦闘機ツインビーを操り、 空や地上

手の らでとことん、ピクロスライフ

ジャンル ダンス リズムアクション

のケンカチャンピオン！

に役立つ機能も満載。

パズルの専 家ニコリが制作した、
人気の“美術 ”問題を手軽に楽しめ
るぞ。問題数は全50問。ローカルプ
レイでは、 最大４人でパズルを解く
時間を競い合うこともできるぞ。 １
人でコツコツ解くのもよし、 友だち
と 比べをするのもよし！

発売日 2011年7月21日

の

ジャンル ピクチャークロスワードパズル

価格 514円
［税込］

うしみつモンストルオ
リンゼと魔法のリズム

価格 617円
［税込］

機能など、

メーカー名 ジュピター

宝の地図を解読し、 手掛かりを求
めて探索し、 パリの地下洞窟に潜む
謎を探る。 あらゆる謎を愛する 古
学者ロートレックが、 相棒のソフィ
ーとともに宝探しに挑む。 岸
さん、 武
さん、 バナナマンさん
など豪華タレント陣を声優に起用。

メーカー名 任天堂

解

ピクロスe

ニコリのパズル 美

発売日 2011年7月20日

3Dクラシックス
アーバンチャンピオン

存、

感的な操作を楽しめる。

ジャンル パズル

謎の地 を手に、パリの街で宝探し

ュータの強さは入 、10級〜1級、
初段〜四段の15段階で、初心者から

よう。 ジャイロセンサーを使って直

メーカー名 ハムスター

探しアドベンチャー
発売日 2011年7月7日 価格 5184円
［税込］

3DScat_data_QR1_22-36_2011.indd 28-29

発売日 2011年8月10日

ドー3DSで手軽にプレイ！ コンピ

メーカー名 KONAMI

目指すは、

価格 820円
［税込］

トとして登場した『スターフォックス

ジャンル

28

発売日 2011年7月27日

を舞台に、スターフォックス出動！

成学校

活をエンジョイしよう。

ゲーム
発売日 2011年7月13日

メーカー名 任天堂

ジャンル シューティング

“モーディアル学園”の新入生。 キャ

を作って、

ジャンル 対戦格

3Dクラシックス ツインビー

ジャンル

ラクターメイキングと相性設定は、
なんと75 000パターン以上！ キミ

ドクターロートレックと

3D

スターフォックス64 3D

の

に に～
る目

メーカー名 カプコン ジャンル 立体
アドベンチャー 発売日 2011年8月4日
価格 本 2561円［税込］
205円［税込］

イヤフォン必須！

６種類のマシンと12種類のコース
を収録した、 レトロな雰囲気のハイ
スピード3Dレースゲーム。総合優勝
を目指したり、 ベストタイムを 新
したりといった、 ４つのモードでた
っ り遊べるぞ。 通信対戦やネット
ワークランキングにも対応。

スーパーポケモンスクランブル
メーカー名 ポケモン

ジャンル アクション

発売日 2011年8月11日

が立体的に こえる！
散りばめられた謎を解くために、
マイクで話しかけたり、 タッチスク
リーンで触れたりといった直観的な
操作で謎の を探索するアドベンチ
ャー。立体音響技術“オトフォニクス”
を 用したリアルな音の表現で、
想的な世界を味わえる！

価格 4937円
［税込］

おもちゃのポケモンたちがバトルロイヤル！
ふしぎなネジで動くおもちゃのポ
ケモンたちがいる世界で、 強いポケ
モンを集めてバトルを勝ち抜いてい
くアクションゲーム。 ローカルプレ
イで友だちと協力したり、 すれちが
い通信でほかのプレイヤーが集めた
ポケモンとバトルしたりできるぞ。

©1986 Konami Digital Entertainment ©2011 Nintendo Licensed by Konami Digital Entertainment © ARC SYSTEM WORKS © スイート フト ©2011 Pokémon. ©1995-2011 Nintendo/
Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by Ambrella. ポケモン･Pokémonは任天堂･クリーチャーズ･ゲームフリークの登録商標です。ニンテンドー3DSのロゴ･ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。
ウルトラサ ーセールの
フトは、本 の です。
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びっくり!とびだす!魔法のペン

ケージ

メーカー名 GA

おきらくボウリング3D
メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル お

きアドベンチャー
発売日 2011年8月11日 価格 4104円
［税込］

スポーツゲーム
発売日 2011年9月14日 価格 510円
［税込］

特殊なピン配置の20ステージに挑戦

を活かした立体ステージも登場。 ゴ

リア。 タッチペンだけの簡単操作だ

人たちとど

りか

発売日 2011年9月14日

発売日 2011年9月28日

高 移動で3Dダンジョンを駆け抜けろ！

価格 514円
［税込］

人気の
“ りかべ”
をニンテンドー3DSで！

発売日 2011年9月14日

メーカー名 アトラス

ジャンル パズル

価格 514円
［税込］

発売日 2011年9月28日

“へやわけ”
は、解けば解く ど気分爽快！

の真

ケージ

-

メーカー名 マーベラス

ジャンル シミュレーションRPG

価格 3218円
［税込］

された東京で、生き残るすべはあるか！
された東京を舞台に、 逃げ場
を失った少年たちは、 悪魔と 約を
かわして生き残りをかけた戦いに身
を投じていく。3D映像による悪魔の
立体視、EASYモードの搭載、 全編
フルボイス化、 新シナリオの追加な
ど、新規要素もたっ り。

ジャンル アクション

発売日 2011年9月22日

の忍“国立
学院”に通う５人
の少女たちを操作して、 違法行 を
繰り返す悪の忍“秘立 女子学園”の
ライバルたちに立ち向かおう。 変身
したり、 コスチュームが破れたり、
ちょっ りセクシーな爽快アクショ
ンが始まる！
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価格 514円
［税込］

し なパズル
“ましゅ”
にチャレンジ

ブロックを、 したり引いたり……
ブロックを引き出したり押し込ん
だりしながら、 足場を作ってゴール
を目指すパズルアクション。 ファミ
コンゲームのドット絵デザインなど、
コースは全250種類以上。 さらに自
分だけのオリジナルコースも作れて、
友だちと交換もできる。

ジャンル フィッシング

発売日 2011年10月6日

といきもの
ソフト
発売日 2011年9月29日

ケージ

価格 5184円
［税込］

ニンテンドー3DSで巨大なバスを り上げろ

字も数字も使わず、 黒 と白
だけをヒントにマスに線を引いてい
く“ましゅ”。 たくさんある手 を見
つける楽しみも、 このパズルの
味だ。
『ニコリの数独3D 〜8つのパ
ズルで1000問〜』に収録されたもの
とは異なる問題を、全50問収録！

ニンテンドー3DS本体を けて操
作するので、 本当に釣りをしている
かのような感覚を味わえる。 インタ
ーネットランキングに対応している
ため、 釣ったバスの大きさや、 大会
の成績を世界中のプレイヤーと競い
合えるのも魅力的だ。

ARC STYLE: ソリティア

メーカー名 任天堂

忍として生きる少女たちの 極バトル、開 ！

価格 720円
［税込］

スーパーブラックバス 3Dファイト

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル
価格 6151円
［税込］

発売日 2011年10月5日

メーカー名 スターフィッシュ エスディ

1992年に登場した、 ニコリの人
気オリジナルパズル“へやわけ”をた
っ り遊ぼう。 部屋分けされた 面
をルールに沿ってぬりつぶしていく
奥深いパズル。『ニコリの数独3D 〜
8つのパズルで1000問〜』とは異な
る、全50問を収録。

乱カグラ -少女

ジャンル パズルアクション

個性豊かな８名が、 ６つのコート
でテニスをプレイ！ ド派手なグラフ
ィックのスーパーショットが決まっ
たときの爽快感はひとしお。 通常の
対戦に加えて、 パネルラリー、 スリ
リングラリー、 サバイバルといった
３種類のミニゲームも用意。

メーカー名 ハムスター

配置された数字をもとにマスをぬ
りつぶしていくパズル“ぬりかべ”。
幅広い層に人気のパズルを、 操作性
抜 のニンテンドー3DSでチャレン
ジしよう。 収録問題は『ニコリの数
独3D 〜8つのパズルで1000問〜』
のものとは異なる、全50問を収録。

デビルサバイバー オーバークロック

簡単操作で、サービスエースを え！

ニコリのパズル ましゅ

メーカー名 ハムスター

ジャンル パズル

ス

メーカー名 任天堂

価格 510円
［税込］

3Dダンジョンを素早く移動し、あ
ちこちに現れるドットをゲットして
いくアクションゲーム。 下画面の２
Dマップでダンジョンの構 を確
しつつ、上画面の3Dダンジョンで高
速移動や戦闘を行うぞ。40以上もの
ステージを駆け抜けろ！

ステージは50以上。

ク

メーカー名 アークシステムワークス

わけ

けど、歯ごたえはたっ り！ 遊べる

ちがい通信でスコアを交換できる。

ジャンル カジュアルテニス

価格 300円
［税込］

ムを転がし、 ステージ上に散らばる
魔法のトランプをすべて取れたらク

では、 すれ

おきらくテニス3D

ジャンル ドットイートアクション

ニコリのパズル へ

メーカー名 ハムスター

ールのない無限横断地

ーンはギミック満載の５種類！

メーカー名 インテンス

価格 514円
［税込］

転寿司の上など、60種類以上のステ
ージが用意されていて、 立体視機能

できるチャレンジモードを搭載。 レ

ドットイーター ニューピックダン

天

気軽に楽しめる、 お手軽パズルゲ

たイラストは3D画面内で実体化する

ボウリング対戦を行うストーリーモ
ード、 自由に遊べるフリープレイ、

パズルの専 家ニコリの最強オリ
ジナルパズル“スリザーリンク”が、
3DSで手軽に遊べるぞ。 から3の
数字を手掛かりに線を引き、 ひとつ
なぎの輪を作ろう。『ニコリの数独
3D 〜8つのパズルで1000問〜』と
は異なる問題を収録している。
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スキマ時間に、お手軽パズルはいかが

カエルを操作して、 ひたすらゴー

ーム。 主人公アリスがペットのニャ

“スリザーリンク”
、やったことある

発売日 2011年9月1日

んで、 ねて、カエルアクション！

価格 300円
［税込］

、回

メーカー名 ハムスター

発売日 2011年8月31日

がるパズル

発売日 2011年10月5日

ルを目指そう。 カジノ、

ニコリのパズル スリザーリンク

ジャンル パズル

価格 4093円
［税込］

本格ボウリングを楽しもう。 家族で

んどん親しくなろう。

ニコリのパズル

ジャンル お

ワクワクお絵かきアドベンチャー。

よ。 お絵かきを通じて

発売日 2011年8月24日

発売日 2011年9月22日

メーカー名 アークシステムワークス

直感的でシンプルなボタン操作で、

“魔法のペン”を使って街の人に頼ま
れた絵をスクリーンに描くと、 描い

ジャンル パズル

ジャンル カエルアクション

気軽に気楽に、ボウリング 負

描いたものが画面から飛び出す、

おてがるパズルシリーズ
アリスと魔法のトランプ

メーカー名 KONAMI

ジャンル おき

描いた絵が本物に！ 気分はホンモノの魔法使い

ケージ

フロッガー3D

価格 3909円
［税込］

立体でながめて、

で調べる本格
身近な 花約1300種類、 生き物
約700種類の情報を収録した図鑑ソ
フト。 すべて立体で見られるうえ、
一部の写真は、 立体写真を回転させ
て鑑賞したり、 き声を聞いたりも
できる。 花や生き物は、 さまざまな
検索方法で調べられるぞ。

ジャンル カードゲーム

発売日 2011年10月19日

価格 300円
［税込］

１人遊び用トランプゲームに無 夢中！
“クロンダイク”と“モンテカルロ”の
２種類のゲームを収録。 それぞれ３
段階の難易度を設定可能だ。 切り
の“SOS技”も用意され、 絶体絶命の
ピンチを脱することもできる。 クリ
アしていくにつれ、 カードや背景の
デザインも変化していくぞ。

©Konami Digital Entertainment © ARC SYSTEM WORKS ©2011 NIKOLI Co., Ltd. / ©2011 HAMSTER Co. ましゅ は株式会社ニコリの登録商標です。 ©2011 Nintendo ©2011 Heibonsha
物
： 原
物
：森
/
裕
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怪

スティナと30の宝

ケージ

し

メーカー名 シルバースタージャパン

メーカー名 日本コロムビア

ジャンル 大

戦アクションRTS
発売日 2011年10月19日 価格 700円
［税込］

怪

編と

ね

価格 5184円
［税込］

ってる

しばと話せるんだって

事編を楽しめる、 アク

不思議な生き物“

品の開

は

インテリアもカスタマイズ可能！ い

地の守りを強化！ 子どもの

に一度

事として怪

覚えて、かわいい声で話してくれる。
しばのコスチュームや、 お部屋の

を追いかけよう。

ろんな

プレイの極 ！

の

勇

メーカー名 任天堂

すり けパズル
発売日 2011年10月21日 価格 823円
［税込］

ジャンル

しばとレッツおしゃべり。
ケージ

会社ブレイブカンパニー

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

シミュレーション
発売日 2011年10月27日 価格 5184円
［税込］

勇者が、今度は派

スピードで突き進むブロックに、
迫り来る古代
の壁のアナ。 壁に
空いたアナを通れるよう、 ブロック
の向きや 置を手早く変えよう。 タ
イムアタックやエンドレスプレイと
いったさまざまなステージを用意。
２人で対戦できるモードも搭載。

メーカー名 シルバースタージャパン

発売日 2011年11月3日

ケージ

メーカー名 スクウェア・エニックス

ジャンル 戦車アクションシューティング

価格 500円
［税込］

キミのタッチペンさばきが、戦車の未来を決める

発売日 2011年11月2日

メーカー名 ハムスター
価格 514円
［税込］

パズル自 へ る、ニコリからの挑戦 ！
パズルマニア向けの“ひとりにして
くれ”。 計な数字をぬりつぶし、ど
の でも同じ数字がダブらないよう
にするという 人好みのパズル。『ニ
コ リ の 数 独 3D 〜 8 つ の パ ズ ル で
1000問〜』とは異なる問題を50問
収録している。

タケヤリマン

最高の

発売日 2011年11月3日

メーカー名 任天堂
価格 4937円
［税込］

アクション

発売日 2011年11月16日

価格 720円
［税込］

一 で 負が決まる 合いアクションゲーム

ケージ

から放たれる“
”が勝 を分
ける！ Bボタンで敵の攻撃を避け、
一瞬のスキをついてAボタンで斬る
というシンプルながら奥深い操作シ
ステム。 古の日本を舞台に、 さらわ
れた光の姫を救うため、 剣術を愛す
る少年、
が立ち上がる！
ケージ

Shino i 3D
メーカー名 セガゲームス

ジャンル アクション

価格 5184円
［税込］

発売日 2011年11月17日

目指せカリスマドッグトレーナー！

価格 5378円
［税込］

人気アクションシリーズの新 ！

ドッグスクールで、 けられた子
犬を育成するコミュニケーションゲ
ーム。 子犬と触れ合い、 飼い主の要
望にこたえながら、 トレーナー試験
を目指そう！ 3DSを持ち歩いて子
犬と散歩すれば、 ほかのプレイヤー
とトレーナー情報交換なども可能だ。

ジュエルペット 魔法のリズムでイェイッ!

『 S inobi 』
シリーズの新 が3DSに
登場！ おなじみの 双飛び、 双手
裏剣、忍術が、3D立体視やジャイロ
センサー操作の機能を活かしたアク
ションシーンで 能できる。 忍の技
を駆使して個性あふれるボスとの戦
闘に打ち勝とう！

ケージ

3D

メーカー名 ポイソフト

メーカー名 フリュー

メーカー名 シルバースタージャパン

ジャンル

ジャンル

ジャンル

ヤリアクション
発売日 2011年11月2日

価格 300円
［税込］

ヤリで、 いて、 いて、 きまくれ！
次々と迫り来るハリボテの敵兵を、
１本の ヤリで突きまくろう。 ゲー
ム性はシンプルながら、 突きの種類
やテクニックを使い分けたり、 断
決を迫られたりと、 勝 は戦略が
左右することも。すれちがい通信で、
プレイ成績の交換もできる。

入感を味わえるぞ。

ひらり
ジャンル

ドッグスクール ラブリーパピー

スライムが主人公の『スライムも
りもりドラゴンクエスト』
シリーズ第
３弾。 やわらかボディを伸ばして敵
にぶつかるスライムの 快アクショ
ンが、 そのまま3Dに！ 冒険の舞台
はさまざま。 大海原を移動中に、 船
バトルがボッ発することも。

©SilverStarJapan ©2011 Nintendo / KeysFactory ©SilverStarJapan ©2011 NIKOLI Co., Ltd. / ©2011 HAMSTER Co. ©DENTSU INC. ©2011 NIPPON COLUMBIA CO., LTD.
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. © 2011 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©POISOFT ©ASTEC 21 / ©2011 HAMSTER Co.
©2011 Nintendo ©2011 STARFISH-SD Inc.
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車の動きに合わせて動く3Dの景色で

2Dから3Dになった世界で奥に広
がる空間を感じながら、 さまざまな
仕掛けのコースをマリオが冒険する
ぞ！ おなじみのダッシュやジャンプ
に加えて、 しゃがんで転がる、 タ
キマリオのしっ で攻撃などの新ア
クションも登場！

スライムが、 びて背負って ねて投げる！

パワータイプとスピードタイプの
２種類の戦車をスライドパッドで動
かし、 タッチペンで狙いを定めて敵
の戦車を１つ残らず破壊しよう。 ス
テージは充実の全50。完全制覇する
とさらに難易度の高い、 エクストラ
ステージが20解 されるぞ。

ニコリのパズル ひとりにしてくれ

価格 3024円
［税込］

け負った

迫力満点のカーアクションを展開！

見た、 最強の秘密基地を作り上

『スーパーマリオ』
の世界を3Dで体験！

ジャンル コミュニケーション

の主人公が

組織をつぶす裏仕事。 ドライビ

は

メーカー名 スターフィッシュ エスディ

ジャンル アクションアドベンチャー

元NY市

ングテクニックを駆使して敵の車を
追 したり、 アジトを破壊したりと

スーパーマリオ 3Dランド

勇者たちを派 して世界を救う
業“勇現会社ブレイブカンパニー”を
設立した、 元勇者の主人公。 さまざ
まな勇者を面接
用し、 クエスト
に派 して 頼をこなそう。 どんど
ん 設を建設していき、 自分好みの
本社城や城下 を るべし！

スライムもりもりドラゴンクエスト３
大
としっ 団

タッチバトル戦車3D

無 に って す！

げ、迫る強敵を迎え撃とう。

ジャンル 3Dアクション

の
“ 長”
に！

の街を

発・ 売で資金を調達して基地を拡
大し、 怪人やヒーローを開発して基

メーカー名 任天堂

ジャンル RPG ・

どんどん って来る壁のアナをよ〜く見て！
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葉を覚えさせて、 キミだけ

価格 6264円
［税込］

官となり、 地下の秘密基地

を建設せよ！ プレイヤーは

け アナトウス

発売日 2011年10月26日

総司

しばが

ラリと変わる、頭

ジャンル パズル

”
防 系シミュレーションが3DSに登場！

しば”と友だち
葉を

発売日 2011年11月10日

になれるぞ。 教えた

同じステージでも立場が変わればガ

発売日 2011年10月26日

“

ービーアイソフト

ジャンル カーアクション

ションリアルタイムストラテジー。
まずは大怪 となり、 宝石を み出
そう。 全ステージをクリア後、 お次

すり

メーカー名

シミュレーションゲーム
発売日 2011年11月3日 価格 5378円
［税込］

ジャンル

発売日 2011年10月27日

ケージ

ドライバー：レネゲイド 3D

メーカー名 ハムスター

ジャンル コミュニケーション

怪 も 事も、どっちにもなれちゃう！

ケージ

AZITO 3D

法のリズムアクション
発売日 2011年11月10日 価格 5378円
［税込］

ジュエルペットのかわいいダンスアクション！
タッチとスライド操作でリズムに
合わせてジュエルペットがダンス！
ジュエルとレシピを集めて、“がっき”
をゲットしよう。ARカードでジュエ
ルペットと一緒に写真撮影ができる！
すれちがい通信では友だちと“おてが
み交換”もできるぞ。

発売日 2011年11月22日

価格 820円
［税込］

タッチ操作で遊べる囲 ソフトの最高 ！
3DSの性能をフルに使った思 エ
ンジン搭載の囲 ゲーム。“入 ”か
ら“最上級”まで５段階の 力で幅広
い層に対応し、 人間同士の交 プレ
イや
の保存、 再生など囲
に役立つ機能が満載。 初心者向けの
定石表 やヒント機能も充実。

© FURYU Corporation. ©'08,'11 SANRIO/SEGA TOYS サンリオ･セ トイズ/ウ ー ･ テレビ東京･ジュエル ット製作委員会 ©2011 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Driver,
Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. ©2011 Nintendo ©SEGA ©SilverStarJapan
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ケージ

Fa Style

お

メーカー名 コーエーテクモゲームス

メーカー名 日本コロムビア

ジャンル ファビュラス おしゃれ・
発売日 2011年11月24日

ジャンル コミュニケーション

価格 6264円
［税込］

発売日 2011年12月1日

おしゃれも仕事も も いのまま！

かわいいお

たちと一 に暮らそう！
キュートなお

発売日 2011年12月10日

から空へ、海へと広がるレースの世界！

犬のお世話や、 ボ

人気レースゲームの第

価格 3497円
［税込］

大人気ハンティングアクションが3DSに初登場！

弾は空を

雄大な自

の中で狩りをする人気

アクションゲームに、3DSのタッチ

を学びながらオシャレを楽しみ、 と

なろう！ すれちがい通信でほかのプ

り、 よりドライバー目線でのプレイ

はじめとする大型モンスターを狩猟！

ンゲーム。 匹のお 犬から1匹を
選び、“ねがいごと”を叶えて仲よく

に発

ケージ

メーカー名 アイディアファクトリー

レイヤーのお

新選 隊士との 愛アドベンチャーゲーム

ママと一 に 理をしよう！

多くの女性ファンを にしている
ゲーム
『
』が3DSに登場！ 全
編が3Dで表現され、
雪や抜刀が
より 場感あふれる演出に。 新要素
“ほとがら ”では、3Dカメラで撮影
した画像にオリジナルフレームを重
ねて楽しめるようになった。

パチパラ3D プレミアム 物語
～夢見る 女とパチンコ王 定戦～

ケージ

メーカー名 アイレム

クレヨンしんちゃん
のおバカラテ!!

DEアチョー!

ケージ

コミュニケーション
発売日 2011年11月24日 価格 6090円
［税込］

ジャンル アニメアクション
発売日 2011年12月1日

愛も楽しめる国 的パチンコゲーム！

3D

の冒険

メーカー名 セガゲームス

ジャンル ハイスピードメモリアルアクション

価格 510円
［税込］

どこでも手軽にハイクオリティな

発売日 2011年12月1日

をプレイ！

初級者から上級者まで、 誰でも気
軽に遊べるよう、 シンプルさを極め
た設計で
が楽しめる！ 対 する
のは、 それぞれ異なる打ち方をする
８人のキャラクター。 立体視対応の
迫力ある画面で 場感あふれるプレ
イが体感できるぞ！

ケージ

価格 2700円
［税込］

新 のソニックが駆け抜ける！
横無 にステージを駆けるソニ
ックのアクションゲーム。 今作では
“クラシック”と“モダン”の２人のソニ
ックを選択可能。 クラシックは懐か
しいワンボタンでの操作、 モダンは
多彩なアクションをそれぞれ楽しむ
ことができるぞ。

作から10年後を描いた超

かわいい

発売日 2011年12月15日

サンフランシスコからニューヨー
クまでを横断する白熱のレースバト
ル。 横断レースの優勝を目指すスト
ーリーモード、 好みのルールでの記
録を競うチャレンジ、 記録の確 や
対戦プレイが可能なオートログの3
つのモードが楽しめるぞ。

3D

価格 4937円
［税込］

リアルでかわいい

たちと暮らそう！
本物みたいなモフモフの毛並みが
キュートな 犬を育成するシミュレ
ーションゲーム。12種類から最大8
匹まで飼うことができる。 散歩やし
つけをしながら、 ペットライフを楽
しもう。 カメラで撮影した自分の部
屋を 犬たちが動き回る機能も！

ケージ

ワールドサッカー
ウイニングイレブン 2012
メーカー名 KONAMI

発売日 2011年12月8日

したサッカーを打破すべく、
新主人公の松風天馬が立ち上がる！
雷 中が世界一となった前作から10
年後が舞台となる本作では、 多彩な
アクションによる試合シーンがパワ
ーアップ。
『シャイン』と『ダーク』で
は、戦う敵チームなどが異なる。

メーカー名 エム・ティー・オー

アメリカ大 を激 するレースゲーム

ジャンル サッカーゲーム

サッカーゲーム！

ジャンル ペット育成シミュレーション

価格 5121円
［税込］

謎の三 妹がさらった“カスカベ”
の を救うため、 しんちゃんが宇宙
を大冒険！ アニメのビジュアルその
ままで操作できる、 新感覚のアクシ
ョンゲームだ。 妹のひまわり、 犬の
シロと協力するユニットアクション
でクリアを目指そう。

ソニック ジェネレーションズ

メーカー名 アークシステムワークス

発売日 2011年12月8日

しんちゃんのゲームが3DSに初登場！

“CRプレミアム海物語”を収録した
パチンコシミュレーター。3D立体視
で 体を再現したビジュアルで、 個
性豊かな敵との“パチンコ勝負”に挑
もう。 新モード“らぶ・エクスチェン
ジ”では 女たちとのコミュニケーシ
ョンも楽しめる！

ニード フォー スピード ザ ラン
メーカー名 エレクトロニック・アーツ

価格 5184円
［税込］

ーク

・育成サッカーRPG
価格 5966円［税込］

密 からの脱出を目指す謎解きア
ドベンチャーシリーズ。 今作での舞
台は学校の 校 。
が出ると噂
される教 に じ込められてしまっ
た主人公。 入手したアイテムを駆使
して脱出を試みよう。 ３つのステー
ジが主人公の前に立ちはだかる！

ジャンル レース

ン

発売日 2011年12月15日

歴史ある学校の 校 から脱出せよ！

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル パチンコ

ジャンル

価格 500円
［税込］

お料理作りを遊びながら体験でき
るアクションゲームの第４弾。 タッ
チペンで食材を切る、 フライパンで
めるなどの基本アクションが3Dの
飛び出す演出で、 さらに楽しくなっ
たぞ。 今作ではママのお手伝いをす
るミニゲームが新たに追加。

ャ

メーカー名 レベルファイブ

ジャンル 脱出ゲーム ADV ゲーム
発売日 2011年12月7日

ストも楽しめるぞ。

イナズマイレブンGO
シャイン／ダーク

メーカー名 D3パブリッシャー

うりアクション
発売日 2011年12月1日 価格 4629円
［税込］

通信協力プレイやダウンロードクエ

カスタマイズする機能も搭載。

SIMPLE DLシリーズ Vol.2
THE 密 からの脱出 ～学校の 校 編～

クッキングママ 4

スクリーンを活かした新機能が搭載
された！ 新登場のブラキディオスを

が楽しめるぞ。 カートを自分好みに

をプレイすることもできるぞ。

メーカー名 オフィスクリエイト

価格 6264円
［税込］

パワーアップ！ 3DS本体を けるだ
けでハンドル操作ができるようにな

犬とゲーム内の遊び

ジャンル おり

ジャンル

3DScat_data_QR1_22-36_2011.indd 34-35

価格 4937円
［税込］

飛んだり、 海に潜ったりとコースが

３
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発売日 2011年12月1日

ール遊びができるコミュニケーショ

展することも！

発売日 2011年11月30日

メーカー名 カプコン

ジャンル ハンティングアクション

な生活”を手に入れよう！ アパレル

きには素敵な男性と出会って

ジャンル テーブルゲーム

モンスターハンター3 トライ G

ジャンル アクションレースゲーム

価格 5184円
［税込］

ショップの店長となって、 目指すは
売上No.1。ビジネススキルやマナー

ARC STYLE: シンプル

マリオカート
メーカー名 任天堂

ゲームで遊びながら“最高にステキ

け
AVG
発売日 2011年11月24日

ケージ

といつもなかよし

価格 5966円
［税込］

人気サッカーゲームの3DS版第２作！
前作では未対応だったインターネ
ットプレイが可能となり、 全国のユ
ーザーと対戦できる！ モード数も大
幅に増え、豊富な試合を楽しめるぞ。
さらに、 パス、 ドリブル、 シュート
などが初めてタッチペンで操作でき
るようになった。

©2011 コーエーテクモゲームス All rights reserved. ©2011 IDEA FACTORY／DESIGN FACTORY
©SANYOBUSSAN CO., LTD. ©2011 IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. © ARC SYSTEM
WORKS ©SEGA TOYS/HORIPRO ©2011 NIPPON COLUMBIA CO., LTD. ©2011 COOKING
MAMA LIMITED / Published by OFFICE CREATE ©臼井儀人/双葉社･シンエイ･テレビ朝日･ADK
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©SEGA ©2011 Nintendo ©2011 INTENSE ©2011
D3 PUBLISHER © 2011 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Need for Speed, the N icon
and the Need for Speed logo are trademarks of Electronic Arts Inc. The names, designs, and
logos of all products are the property of their respective owners and used by permission. All other
trademarks are the property of their respective owners. © 2009 JFA O cial Licensed Product
of UEFA CHAMPIONS LEAGUE . O cial Licensed Product of UEFA EUROPA LEAGUE .
All names, logos and trophies of UEFA are the property, registered trademarks and/or logos of
UEFA and are used herein with the permission of UEFA. No reproduction is allowed without
the prior written approval of UEFA. adidas, the 3-Bars logo, the 3-Stripe trade mark, adipure, and
Predator are registered trade marks of the adidas Group, used with permission. F50 and adizero
are trademarks of the adidas Group, used with permission the use of real player names and
likenesses is authorised by FIFPro and its member associations. All copyrights or trademarks
are the property of their respective owners and are used under license. © Konami Digital
Entertainment ©CAPCOM CO., LTD. 2009, 2011 ALL RIGHTS RESERVED. ©2011 LEVEL-5
Inc. ©2011 MTO Inc.
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しゃる

SDガンダム GGENERATION 3D

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル 熱血2Dアクション
発売日 2011年12月15日

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル ガンダムシミュレーション

価格 2570円
［税込］

発売日 2011年12月22日

アーケード版にはない奥深いストーリーを堪能！

価格 6264円
［税込］

介入せよ！ ま

熱血2Dアクションゲームシリーズ

の部隊を編成し、 ミッションをクリ
アしていこう。 作品の枠を超えた勢

長物語が楽しめる。 過去作でおなじ

メーカー名 セガゲームス

発売日 2011年12月15日

鹿狩王

ラビ×ラビ えぴそーど3

メーカー名 アークシステムワークス
発売日 2011年12月28日

国民的アクションパズルの20周年記念作！

価格 510円
［税込］

雄大な自然の中で動物たちをハンティング！

2011年で20周年を迎えた
『ぷよ
ぷよ』シリーズ。本作では“ぷよ通”や
“フィーバー”などの定番に新作を加
えたルール1
録。24名のキ

ピクロスe2

メーカー名 システムソフト・アルファー
発売日 2011年12月15日

発売日 2011年12月28日

萌えて燃える戦略シミュレーション！

新モード

戦闘機やイージス艦などがかわい

い乙女の姿となった人型兵器が登場
するウォーシミュレーションアドベ
ンチャーゲーム。 司令官となって乙
女たちを操作し、 戦いを勝利に導こ
う！ 3DS版のみの新シナリオや特
殊スキルが追加されているぞ。

価格 500円
［税込］

で世界の名画に挑戦

発売日 2012年1月12日

パッケージ版のみ

発売日 2012年1月18日

リアルなグラフィックで大空を舞

パッケージ版のみ

© ARC SYSTEM WORKS ©SEGA ©2011 SystemSoft Alpha Corporation
©2011 Jupiter ピクロスは任天堂の登録商標です。

価格 3909円
［税込］

3DS本体のカメラ機能が心霊カメ
ラとなり、 プレイヤーを恐怖に陥れ

るホラーゲーム。付属のARノートに
よって、カメラは謎や怨霊など“あり
えないもの”を現実世界に浮かび上が
らせる！ それぞれ異なる体験へと誘
う３つのモー
©創通･サンライズ

© ARC SYSTEM WORKS

ピットが縦横無尽に駆け巡る

アクションゲームが復活！ 1986年
にファミコンディスクシステムで発
売された原作の操作性を再現したオ
リジナル操作と、 ゲームを有利に進
められる矢の連射などが可能なアレ
ンジ操作でプレイできる。
パッケージ版のみ

ラビリンスの彼方
メーカー名 KONAMI

現実に襲いかかる恐怖をカメラが映し出す！

©フジテレビジョン/扶桑社 ©IE Institute Co., Ltd.

価格 617円
［税込］

あの名作が3Dとなってよみがえる！

う
『エースコンバット』
が3DSに登場。
ダイナミックでスピード感あふれる
戦闘機でのフライトを臨場感たっぷ
りにプレイ。 アクションマニューバ
やハイGターンなども搭載し、 空中
戦の攻守の駆け引きを楽しめる！

発売日 2012年1月12日

ツールで予算、
、 過去
のデータを気軽にしっかりと管理で
きるぞ。 直感的な操作は初心者にも
わかりやすく、 毎日家計簿をつけた
くなる工夫が満載だ。

3Dクラシックス 光神話 パルテナの鏡
メーカー名 任天堂

メーカー名 任天堂

生活情報雑誌
『 ESSE 』が培ってき
たノウハウがつまった家計簿ソフト。

ど3DSならではのお楽しみも満載。

ジャンル アクション

立体視で楽しむ爽快フライトゲーム！

ジャンル ホラー

価格 2800円
［税込］

ベルギーの人気コミックをスピル
バーグ監督が映画化した、『タンタン
の冒険』
。 映画の世界観に基づいた
本作は、 タンタンが旅する古城や砂
漠、 海上が舞台のアクションゲーム
だ。 タッチ操作によるミニゲームな

、

価格 5966円
［税込］

心霊カメラ 〜憑いてる手帳〜

初心者でも簡単な家計簿で家計を管理！
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ジャンル フライトアクション

数字を手掛かりにイラストを完成

メーカー名 IEインスティテュート
発売日 2011年12月22日

迷宮脱出を目指そう！

価格 5184円
［税込］

タンタンの映画がアクションゲームに！

アリスとリリが知恵と勇気で女王
に立ち向かい、 迷宮を攻略する人気
シリーズの第４作。 再び連れ去られ
た不思議の世界で挑む仕掛け満載の
ステージは全部で50。それぞれ能力

させる『ピクロスe 』シリーズの第２
弾。 前作から150問すべてを一新。
世界の名画がテーマの新モード“ミク
ロス”は、問題のぬりマスに入り込み、
中にある問題を解くことで、 より緻
密なイラストを完成させられる。

ESSEらくらく家計簿
ジャンル 家計簿

発売日 2012年1月12日

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル ピクチャークロスワードパズル

価格 5184円
［税込］

価格 600円
［税込］

エースコンバット 3Dクロスランブル

メーカー名 ジュピター

ジャンル 萌えて燃える戦略シミュレーション+アドベンチャー

ジャンル アクション

1人と１羽で協力して迷宮を脱出しよう！

ードが楽しめる充実の内容だ。

や協力プレイを楽しもう。

萌え萌え大戦争☆げんだいばーん3D

発売日 2012年1月11日

パッケージ版のみ

メーカー名 ユービーアイソフト

ジャンル 迷宮脱出アクションパズル

リアルなハンティングが体感でき
る、 アクションシューティングゲー
ム。 ボウガン、 ライフル、 ショット
ガンから好みの武器を選んで照準を
定め、 躍動感たっぷりに動き回る鹿
や鳶、熊を狩ろう！ ４つのゲームモ

ャラクターが登場する。 １人プレイ
はもちろん全国のライバルとの対戦

タンタンの冒険 ユニコーン号の秘密

メーカー名 シルバースタージャパン

ジャンル ストイックガンアクション

価格 3024円
［税込］

2012

力が介入して戦局を一変させる“ジェ
ネレーションブレイク”も楽しめる！

みのキャラクターも多数登場し、 複
数のモードでバトルができる！
パッケージ版のみ

ニ ン テ ンド ー 3 D S オ ー ル ソ フト カ タ ロ グ

に多数の新システムを導入し、 オリ
ジナルストーリーが展開！
け

は語られなかっ

ぷよぷよ！！

手に！
！
王道“ガンダムシミュレーション”

の25周年作品。原作者岸本氏がシナ
リオを完全監修し、 アーケード版で

ジャンル アクションパズル

パッケージ版のみ

ジャンル RPG

発売日 2012年1月19日

価格 5966円
［税込］

巨大迷宮で繰り広げられる謎に満ちた冒険！
幻想的な迷宮で出会った1人の少
女とともに遥か彼方の出口を目指そ

フィックで描かれた
う！
迷宮を仕掛けの謎を解きながら探索
し、 敵との戦闘から少女を守りなが
ら進む。KONAMIとトライエースに
よる完全新作RPGだ。

©SilverStarJapan ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted
in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions. ©GeoEye ©JAPAN SPACE IMAGING CORPORATION ©2011 Nintendo / コーエーテクモゲームス
© 2011 Paramount Pictures. Tintin® is a registered trademark of Moulinstart S.A. Game Software © 2011 Ubisoft Entertainment. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft
Entertainment in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. All Rights Reserved. ©1986-2011 Nintendo © Konami Digital Entertainment
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ランナバウト3Dドライブ
:インポッシブル
メーカー名 イマジニア

ジャンル ドライブアクション
発売日 2012年1月19日

ケージ

フィッシング3D
メーカー名 D3パブリッシャー
発売日 2012年2月2日

極のハードボイルドカーアクション！
元スパイの運び屋が過

ノベルと脱出ゲームによる極上のサスペンス！

を り えるパズルアクション！
３次元を２次元に、 ２次元を3次

ックを駆使して解決しよう！ ハリウ

3DSの立体表現でリアルに体感でき

の脱出パート。 ２つのパートで構成

視との相性抜

人

のRPG

ジャンル RPG

発売日 2012年2月8日

ケージ

メーカー名 ロボット

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル 対戦格

価格 800円
［税込］

う

発売日 2012年2月16日

人間をキャッチせよ！

価格 4104円
［税込］

かわいい動物たちのアクションパズル！

発売日 2012年2月13日

バイオハザード リベレーションズ
メーカー名 カプコン

ベル
発売日 2012年2月22日

大 なカノジョのお引 しツール

メーカー名 スクウェア・エニックス

価格 2000円
［税込］

かび上がる新たなる事実と恐怖！
人気サバイバルホラーゲームの新
作が3DSで登場。 立体視による演出
で新たな恐 を生み出しながらも、
原点回 を目指した本作では、 往年
のシリーズファンをうならせる仕掛
け が 満 載！ レ イ ド モ ー ド（ RA D
MODE）では通信協力プレイも可能。

発売日 2012年2月29日

価格 6264円
［税込］

シリーズ初の 楽ゲーム！
『ファイナルファンタジー』シリーズ
の音楽をプレイしながら 能できる！
〜ⅩⅢ までの楽曲がオリジナルのバ

トルやムービーシーンで展開。 １タ
イトルにつき３つのステージが楽し
め、 歴代キャラクターの成長などの
やり込み要素も充実。

© Imagineer Co., Ltd. / Developed by CLIMAX Inc. © ARC SYSTEM WORKS ©KITERETSU ©CAPCOM CO., LTD. 2012 ALL RIGHTS RESERVED. ©2011 TAMSOFT ©2011 D3
PUBLISHER ©2012 Genius Sonority Inc. ©Konami Digital Entertainment ©2012 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by indieszero Co., Ltd.

価格 300円
［税込］

トランプの大

不思議な少女と不愛想な青年の数
日間を描いたビジュアルノベル。
しい記憶に心を られてしまう病が
蔓延する街が舞台の物語を、 美麗な
グラフィックとシンプルな操作で
能できる。 オートモードや巻き戻し
ができるログモードも搭載。

ケージ

メーカー名 フリュー

ジャンル アクションタワーディフェンス
発売日 2012年2月22日

で 負！
お手軽操作でゲームを楽しめる
『お
きらく』
シリーズで、定番トランプゲ
ームの大富豪をプレイしよう！ “ ８
切り”や“反 負け”など、 さまざまな
ルールを自分好みに設定可能。 ギャ
ラリーや戦績、 実績などのやり込み
要素も充実している。

ドラえもん のび太と
の島
～アニマル アドベンチャー～

ザ ローリング ウエスタン
メーカー名 任天堂

ジャンル シアターリズムアクション
発売日 2012年2月16日

メーカー名 アークシステムワークス

記 にまつわる感動のノベルゲーム

ケージ

動物のお世話、 農作物の収穫、
の 人たちとの 愛・結 をとおして、
自由気ままな牧場ライフを楽しもう！
主人公は性別、 髪型、 表情などの選
択が可能。 お店やオブジェなど牧場
や の 設を作って配置し、 自分好
みにカスタマイズできるぞ。

ジャンル カードゲーム

価格 510円
［税込］

1人の女の子と仲 くなって 人
生活を体験するゲームシリーズ用の
ソフト。『ラブプラス』、『ラブプラ
ス+ 』から『 NEWラブプラス』へとセ
ーブデータを引き継ぐことができる。
さらにARマーカーを使えば、カノジ
ョと写真撮影も可能！

THEATRHYTHM FINAL FANTASY

自分 みの牧場を作る の の生活ゲーム！

おきらく大富豪3D

メーカー名 アークシステムワークス

２つのパネルを入れ替えて並べた
動物を消すというシンプルながらも
奥深いゲームが、 タッチペンによる
直感的な操作でより簡単に楽しめる！
立体となったかわいい動物たちを操
作して、 レベルクリアモードなど8
つのモードで遊ぼう！

価格 2916円
［税込］

3D対戦格闘と3D映画を収録！ 秒
間60フレームを実現した本作には、
40人以上のキャラクターが登場し、
ローカルプレイ、 インターネットプ
レイによる対戦も可能。 さらにフル
CGによる 場版
『
ブラッド・ ベ
ンジェンス』
も楽しめる。

ジャンル ビジュアル

価格 205円
［税込］

まりの大地

発売日 2012年2月23日

TRUE REMEMBRANCE
～
のかけら～

メーカー名 KONAMI

牧場物語
メーカー名 マーベラス

ゲームとフル G 画を1本で楽しめる！

ラブプラスTOOLS

アを目指そう。

ジャンル ほのぼの生活ゲーム

価格 5966円
［税込］

日常に う電 のまわりを飛び交
う“電 人間”を、 探して え、 冒険
させるダンジョンRPG。現実世界に
潜む電 人間たちを3DSでキャッチ
して仲間にしよう。 集めた電 人間
を冒険に連れ出して、 魔王にさらわ
れた大事な人を取り戻せ！

ジャンル コミュニケーション

ケージ

。2次元と3次元を交

に入れ替えながら、 ステージクリ

ングなアドベンチャーゲームだ。

3D プライムエディション

リティ

パズルに挑むアクションゲーム。 視
点を切り替える操作は、3DSの立体

され、 謎を解き明かしていくスリリ

ままな釣りを楽しもう！

メーカー名 ジニアス・ソ

ズーキーパー3D

ルパート。 難易度調整が可能で初心
者も上級者も楽しめる思 型パズル

るぞ。 湖の5つのエリアで、 自由気

電

価格 300円
［税込］

3DScat_data_QR1_37-57_2012.indd 38-39

価格 4298円
［税込］

協力か？ 裏切りか？ 選んだ選択

味であるポイントの探索やルアー
セッティング、 バスとの駆け引きを

1人用トランプゲームで定番の人
気を る“スパイダーソリティア”と、
簡単なルールの“カップル”を収録。
上画面、 下画面のどちらでもプレイ
でき、 難易度の設定も可能。 ゲーム
コインなどでトランプの新デザイン
が手に入るやり込み要素もある。

38

発売日 2012年2月23日

元に切り替える“クラッシュ”を使い、

2種のトランプゲームを手軽にプレイ！

ラー
発売日 2012年1月26日

価格 6264円
［税込］

肢によってストーリーが変わるノベ

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル サバイバル

メーカー名 セガゲームス

ジャンル パズルアクション

しいバトル！ バスフィッシングの

ARC STYLE:スパイダーソリティア

発売日 2012年1月26日

ケージ

ナイトメアパズル クラッシュ3D

ョンに挑むドライブアクションゲー

リリングな運転が楽しめるぞ。

ジャンル アクションパズル

スパイク・チュンソフト）

巨大な湖を舞台に、 巨大バスと激

ッド映画のようなド派手な演出でス

発売日 2012年1月25日

脱出ADV
発売日 2012年2月16日

立体表 で本格バスフィッシング！
なミッシ

ム。 破壊あり逆走ありのルール無用
のミッションをドライビングテクニ

ジャンル カードゲーム

ジャンル 極

価格 5184円
［税込］

ケージ

人シボウデス

メーカー名 チュンソフト
（

ジャンル スポーツ
（フィッシング）

価格 6264円
［税込］

極限脱出ADV

ジャンル アニマルアドベンチャー

価格 1028円
［税込］

めて守って荒野を

発売日 2012年3月1日

する！

価格 5378円
［税込］

ドラえもんと
“奇 の島”
をまるごと大冒険！

部開拓地を舞台に、“ い 光”
こと用心棒のジローが村を守るため
に立ち上がる。 体を めての高速移
動し、 自らが弾 となる体当たり攻
撃の爽快なアクション、 さらには村
人たちの手によるタワーを守るため
の戦略性、攻守両方を楽しめるぞ！
©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved. ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. © Shiba Satomi © ARC SYSTEM WORKS
Rights Reserved. © ARC SYSTEM WORKS © FURYU Corporation. ©藤子プロ･小学館･テレビ朝日･ シンエイ･ADK 2012

映画
『ドラえもん のび太と
の
島 〜アニマル アドベンチャー〜』が
アドベンチャーゲームに！ ジャイロ
センサーでニンテンドー3DSを左右
に動かして、 絶滅した動物や
を
撮影しよう。 ストーリーを進めると
7種のミニゲームも楽しめるぞ。
©2012 Nintendo

©SEGA

©2012 Marvelous Inc. All
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METAL GEAR SOLID
SNAKE EATER 3D

と密 にいたら
しちゃうかもしれない。

メーカー名 KONAMI

ジャンル タクティカル エスピオナージ アクション
発売日 2012年3月8日

メーカー名 D3パブリッシャー

メーカー名 日本コロムビア
ジャンル

・
・アドベンチャー
発売日 2012年3月15日 価格 6264円
［税込］

価格 4500円
［税込］

の名作が、

日

メーカー名 I インスティテュート

日

発売日 2012年4月5日

価格 2800円
［税込］

まんまる猫をお世話する んわか ールド！

大人気 画
『姫ギャル パラダイス』

チバラギ

ちくば市の

家で暮

3DSならではの機能を搭載。触れる、

アドベンチャー！ かわいい女の子と

の世界に飛び込んで、美道
（ビューテ

らすまんまる猫のポヨの写真を撮り、

体視やジャイロセンサーによる立体

女にする“現実世界”を楽しもう。 す

リーを楽しみながら、 盛り髪にメイ

わいい写真を撮影するゲームだ。

の操作が可能にした、

密 に じ込められる を見る“密
世界”と、学園 で意中の女の子を彼

入型ジャン

ガールズRPG シンデレライフ
メーカー名 レベルファイブ

価格 5122円
［税込］

ケージ

メーカー名 セガゲームス

発売日 2012年3月29日

美しい女性たちが時間を げる！

世界有数の 華街“ネオ
”を舞
台に、 自分だけのアバターで女の子
ライフを満 しよう！ 1000以上の
アイテムでアバターを自分好みにカ
スタマイズ。“キャッスル”でさまざ
まな客の接客をしながら、 せと癒
しをプレゼントしよう。

ミク and Future Stars
Project mirai

ジャンル RPG

価格 無料
（ソフト内購入あり）

仕事におしゃれに女の子の生活を体験！

神

ディズニーの ールドを冒険できる！

メーカー名 任天堂

ジャンル 3Dリズムアクション

価格 6264円
［税込］

“ねんどろいど”
デザインの初 ミクでリズムゲーム

発売日 2012年3月22日

モード
サウンドアクション
発売日 2012年3月14日 価格 617円
［税込］

メーカー名

新感 のサウンドシンクロ型アクションゲーム
刺激的で心地よいビジュアルとサ
ウンドで、 快感などに わる 内物
“ドーパミン”を全開に！ シンプル
でクセになるゲーム性と適度に連続
する
感。3DSならではのシンク
ロ感・トリップ感を実現し、プレイヤ
ーを快楽の世界へと誘う！

発売日 2012年4月4日

空と大地で撃ちまくり！
！ バトリまくり！
！

ケージ

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル パーティゲーム

発売日 2012年3月22日

価格 500円
［税込］

レブな

最大４人でミニゲームバトル！
年齢・世代・国籍を問わず誰でも楽
しめるボリュームたっ りのパーテ
ィゲーム！ ミニゲームでバトルしな
がらボードゲームを楽しむパーティ
モードでは、 ゲーム 加者が同時に
遊べるので待ち時間のストレスなく
遊ぶことができる。

© Konami Digital Entertainment ©2012 LEVEL-5 Inc. © SEGA / © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
イン協力：ねん ろい
の商 名お
社名は 社の登録商
標です。 ©G-mode/©SuperSweep ©2012 D3 PUBLISHER ©2012 INTENSE ©2011 Nintendo ©2012 Nintendo ©2012 Sora Ltd. ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

発売日 2012年4月11日

価格 510円
［税込］

爽快レーシングゲームをお手軽に！
簡単で楽しい操作がモットーの
『お
きらく』
シリーズのレーシングゲーム。
キャラクター8人、カート8種、コー
ス12種を3段階の難易度で楽しめる
ぞ。 ネットワークランキング対応の
タイムアタックでは、 全国のライバ
ルとタイムを競える！

ニコリの
3D
～8つのパズルで1000

の密 空間から脱出せよ！

ジャンル パズル

発売日 2012年4月12日

TOEIC テスト超

～

価格 2879円
［税込］

大ボリュームパズルゲームの第２弾！

簡単操作で謎解きしながら密 か
らの脱出を図るアドベンチャーゲー
ム。 待されたパーティーで密 に
じ込められてしまう主人公。 アイ
テムを駆使して脱出のヒントを探り、
豪 から抜け出そう！ 初めてでも安
心の初心者モードも搭載。

数独をはじめとするペンシルパズ
ルでおなじみのニコリとの 同制作。
前作では未収録の新パズルを加えた
８種類のパズルで遊べるぞ！ ボタン
とタッチペンの両方に対応し、 優れ
た操作性を実現。4人までのローカ
ルプレイにも対応している。

トレーニング

メーカー名 I インスティテュート
ジャンル

価格 5184円
［税込］

ジャンル カジュアルレース

メーカー名 ハムスター

空と地上で戦いを繰り広げるアク
ションシューティングゲーム。 飛べ
ない天使ピットと
軍の壮大な戦
いを描くシングルプレイ、 ほかのプ
レイヤーと対戦するマルチプレイ、
現実の世界が舞台のARカードバトル、
３つの戦いが楽しめる！

パックマンパーティ 3D

ジャンル

ジャンル 脱出 ADV

価格 4927円
［税込］

初音ミクなどのバーチャル・シンガ
ーによるリズムゲームと3DPV鑑賞
が楽しめる！ CGモデルにグッドス
マイルカンパニー社のフィギュア“ね
んどろいど”を 用。ライトなゲーム
システムとポップな選曲でミクたち
の を 能しよう。

ドーパミックス

メーカー名 D3パブリッシャー

ジャンル アクションシューティング

日を過ごそう。

おきらくカート3D

魅力的なキャラクターたちが、 ミ
ッキーマウスなどの仲間と冒険する
RPGシリーズ。壁を蹴る、手すりを
走するといったこれまでにはない
動きが楽しめる“フリーフローアクシ
ョン”が新たに追加。魅力あふれるデ
ィズニー世界を 能しよう。

SIMPLE DLシリーズ Vol.3
THE 密 からの脱出 ～ レブな豪 編～

パルテナの

かで楽しい

メーカー名 アークシステムワークス

価格 6264円
［税込］

登場する美女は360人！ 手書きボ
ードで現在時刻を知らせる時計。 画
像は１分ごとに切り替わり、 時ち
ょうどは動画でお知らせ。 アラーム
やタイマーの設定もでき、 登録した
お気に入りの画像や動画をいつでも
見ることができるぞ。

新

ケージ

メーカー名 スクウェア・エニックス

ジャンル

発売日 2012年3月21日

ごとのイベントを通じて、 にぎや

ためのテクニックを身につけよう！

KINGDOM HEARTS 3D
Dream Dro Distance

メーカー名

目指すは“一流の写真家”。 お世話を
しながら、 ポヨやほかの猫たちのか

ク、 デコネイルなど、 ギャルになる

ャラクターはボイス付き！

美人時

ジャンル ガールズライフRPG

ィーどう）を極める！ 原作キャラク
ターが総登場するオリジナルストー

べてのシーンが立体視に対応し、 キ

グル・サバイバルが実現！

3DScat_data_QR1_37-57_2012.indd 40-41

ポヨポヨ
ジャンル ポヨポヨ

メチカ な ギャルなりきり体験！

２つの世界がリンクした学園脱出

飛び出る、サバイバる！ 主人公スネ
ークの硬派な物語はそのままに、 立

40

ケージ

ャルテク マスター シミュレーション
発売日 2012年3月22日 価格 5184円
［税込］

２つの世界で 開するラブストーリー

潜入アクションの不

発売日 2012年3月8日

ギャル パラダイス
メチカワ!アゲ り
ン ーション!

ジャンル

立体視で 入サバイバルの深 へ！

発売日 2012年3月8日

ケージ

女の

トレーニング

発売日 2012年4月5日

価格 2800円
［税込］

楽しみながらスコアアップを目指そう！
TOE C テストのための学習ソフ
トで英語力トレーニングをしよう！
Part別練習、ミニ
テストなど約
2000問と、 約2700語の単語・ 語
を収録。 ネットワーク機能でほかの
学習者とスコアを競う“つながる”楽
しさも満載だ。
©
/小学館 ©2012 NIPPON COLUMBIA CO.,LTD ©Disney. Developed by SQUARE ENIX ©2012 INTENSE ©2012 D3 PUBLISHER
© るう/
ち
©IE Institute Co., Ltd. © ARC SYSTEM WORKS ©2012 NIKOLI Co., Ltd. / ©2012 HAMSTER Co.

©IE Institute Co., Ltd.
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3

エア ッケー

ファイアーエムブレム

メーカー名 シルバースタージャパン

ジャンル エア

ッケー
発売日 2012年4月18日

メーカー名 任天堂

価格 500円
［税込］

発売日 2012年4月19日

仲間との絆を信じて戦 を り開こう！
英雄たちの

５年ぶりにストーリーモードが

T（反転）させ

パチンコシミュレーターとして
『CR

必

などを

探すアドベンチャーと、 制限時間内

を収録した作品。 パチプロを

うシミュレーション要素が楽しめる。
バトルでは地形や武器、 兵種の相性

ショットが打てる“スキル”など

ケージ

メーカー名 アガツマ エンタテインメント

えて仲間を指

しよう。 戦

仲間同士で結

3Dクラシックス
のカービィ 夢の
発売日 2012年4月25日

価格 617円
［税込］

『 のカービィ』
が3Dでよみがえる！

ケージ

ービーアイソフト
シミュレーション
発売日 2012年4月19日 価格 4104円
［税込］

ARC STYLE: 三

Pin all

発売日 2012年4月25日

価格 500円
［税込］

名武 を倒しまくるピンボールアクション

スタイリストになってファッショ
ンコーディネートを楽しむシミュレ
ーションゲーム。 洋服やアクセサリ
ーなどのアイテムを選び、 スーパー
モデルや女優のファッションをコー
デしたり、 自分だけのオリジナルア
イテムを作ることもできる。

ち ～りっち!
たまごっちのプチプチおみせっち

ケージ

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント
価格 5184円
［税込］

たまごっちの世界でおみせやさんごっこを体験
たまごっちたちにケーキを作って
あげたり、 ヘアメイクをしてあげた
りと、いろいろな“おみせやさんごっ
こ”を楽しもう。 お客さんの“ごよー
ぼー”を聞いて新 品を開発したり、
通信機能を使って友だちのおうちに
遊びに行くこともできるぞ。

千の爽快感＋ 実のマルチプレイ

まめゴマ よいこ まるいこ

メーカー名 シルバースタージャパン

ジャンル アクションRPG

発売日 2012年4月25日

んきなこ!

発売日 2012年4月26日

発売日 2012年5月23日

価格 514円
［税込］

理 めで解く感 が になるパズル
“

に れ”

と横の線だけで、 ルールどおり
に 面を 切っていくパズルゲーム
“四角に切れ”を50問収録。 マス目
の 面を複数の長方形に分け、 どの
長方形にも数字が１つずつ入るよう
にしよう。 パズルを解くには数字が
すマスの数も重要だ。
ケージ

G1グランプリ
ジャンル

価格 5184円
［税込］

かわいいまめゴマたちを育てる ク ク生活！
手乗りサイズのアザラシ“まめゴマ”
を育てて遊べるシミュレーションゲ
ーム。 まめゴマをナデナデしたり、
お世話をしながら能力を上げ、 一緒
に競技大会へ出場！ まめゴマが大人
になったらお見合いをさせて、 新た
なまめゴマを誕生させよう。

ニコリのパズル

れ

メーカー名

ジャンル 育成シミュレーション

来のピンボールゲームの枠を飛
び越えた作品がニンテンドー3DSに
登場。 レベルや必 技などの要素を
搭載しただけでなく、 三国 の世界
を舞台に武 との戦闘が楽しめるぞ。
三国 の戦いをもとにしたイベント
もあり、やり込み要素も豊富！

ブラッディヴァンパイア

ジャンル パズル

三国 の世界を舞台に、 多数の敵
をなぎ倒す爽快アクションが特徴の
『真・三 無双』がVSとなって登場。
一 当千の爽快感はそのままに、 マ
ルチプレイで楽しめる対戦システム
を取り入れたことで、 プレイヤー同
士の真剣勝負が 能できるぞ。

メーカー名 日本コロムビア

ジャンル アクションピンボール

ジブン流コーデでモデルたちをプロデュース！

価格 5554円
［税込］

1992年にゲームボーイで発売さ
れた初代『星のカービィ』に続く、 シ
リーズ２作目のニンテンドー3DS版。
吸い込んだ敵の能力をコピーする、
カービィの代名 ともいえる特徴を
駆使して、 ステージや待ち受けるボ
スを攻略していこう。

メーカー名 アークシステムワークス

メーカー名

ジャンル スタイリストお

一

に

メーカー名 ハムスター

ジャンル タクティカルアクション
発売日 2012年4月26日

ャーパートが楽しめるぞ。

ニコリのパズル

メーカー名 コーエーテクモゲームス

イラストレーター・ 村キ 原 の
ファンタジー世界がゲームに！ 個性
的なキャラクターが多彩な技を繰り
出す横スクロールアクションは爽快
感抜 。 全編フルボイスのストーリ
ーモードのほか、 協力プレイや対戦
など最大４人でプレイが可能。

ガールズファッション3D☆
めざせ！トップスタイリスト

無双 VS

見る

ヒロインのコーチとなるアドベンチ

つのモードが楽しめる。

真 三

の物語

ち玉を気にせず遊べるだけでなく、
ストーリーモード“パチプロ風 録”

に脱出を試みるタイムアタック、 ２

することも！

メーカー名 任天堂

剣に集う仲間たちとの冒険譚！

ルアクション。 ステージに仕掛けら
れたトラップを回避しながら出口を

いや会話をとおして絆が深まると、

ジャンル アクション

価格 6264円
［税込］

マネジメントゲーム
価格 3024円
［税込］

発売日 2012年5月24日

軍 をマネジメントする本格

ゲーム

最大25頭の競走馬を いて最高
得賞金を目指す競走馬の育成と、 チ
ームマネジメントの要素が特徴のシ
ミュレーションゲーム。 セリで競走
馬を 得したり、 世界的名馬との配
合で 馬を誕生させたりと、 所有馬
を立派な競走馬に育てていこう。

をかけろ

メーカー名 ハムスター

価格 600円
［税込］

魔法と変 を駆使してヴァンパイアをな 倒せ！
人間とヴァンパイア、 ２つの血を
持つ主人公・ラティスを操り、多彩な
マップ を 攻 略 し て い く ア ク ション
RPG。冒険の舞台となるのは古城や
地下 、 湖など、 さまざまな場所。
魔法や変身などを駆使し、 襲い掛か
ってくる魔物たちを倒していこう。

©SilverStarJapan © AgatsumaEntertainment Co.,Ltd. © empty/
© 2011 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Imagine, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft
Entertainment in the US and/or other countries. ©BANDAI･WiZ/TV TOKYO･2011Teamたま っちTV ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2012 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
©1993-2011 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo © ARC SYSTEM WORKS ©SilverStarJapan ©2007-2012 Armor Games Inc.
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白と黒の世界をS

大海物語２』がいつでもどこでも持

CODE OF PRINCESS
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モノクロの世界を 転させる新感 パズルゲーム

を描いたRPG要

価格 6090円
［税込］

て、 異次元からの脱出を目指すパズ

のローカルプレイも可能だ。

発売日 2012年4月19日

発売日 2012年5月17日

素と、 ユニットの特徴を活かして戦

の独自機能も満載。 プレイヤー同士

ジャンル おみせやさんごっこ

ジャンル パチンコ アドベンチャー

入れた3D視点のエアホッケー。立体

空間の中で空中を飛び回るボールを
ラケットで打ち、ゴールを決めよう。

発売日 2012年4月19日

像

ケージ

メーカー名 アイレム

パズルアクション
発売日 2012年4月26日 価格 1800円
［税込］

ジャンル

価格 2916円
［税込］

エアホッケーに高さの移動を取り

パチパラ3D 大 物語2 ～パチプロ
と
りの学園生 ～

と黒の迷宮

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル ロールプレイングシミュレーション

3D視点の新感 エアホッケー！

ジャンル アクションRPG

SHIFTING WORLD

ジャンル パズル

発売日 2012年5月9日

価格 514円
［税込］

50問の
“ をかけろ”
パズルを解こう！
数字と数字を線でつなげる“ をか
けろ”の問題50問を収録したパズル
ゲーム。 ルールはシンプルで、 数字
の数だけ をつなげていけばO 。
を交差させたり、 数字を飛び越え
ないように少しずつ解き進めながら、
全問クリアを目指そう！
©2011 Fishing Cactus. All Rights Reserved. Fishing Cactus, Mojito Engine, the Fishing Cactus logo are trademarks of Fishing Cactus SA. Published and distributed by ARC SYSTEM WORKS.
©2012 コーエーテクモゲームス All rights reserved. ©2012 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2012 NIPPON COLUMBIA CO., LTD. ©2012 NIKOLI Co., Ltd. / ©2012 HAMSTER Co.
©SANYOBUSSAN CO., LTD. ©2012 IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. ©2012 NIKOLI Co., Ltd. / ©2012 HAMSTER Co. ©2012 GENKI
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ケージ

ハッピー☆アニマル牧場
ービーアイソフト
ライフ体験ゲーム
発売日 2012年5月24日 価格 4104円
［税込］

ARC STYLE: フリー ル
メーカー名 アークシステムワークス

メーカー名

ジャンル カードゲーム

ジャンル

発売日 2012年5月30日

のんびりゆったりな牧場生活を楽しもう！

されているのが特徴だ。 ゲームをク

ローや怪人が秘密基地を守ってくれ

エティゲーム。 サンリオのキャラク

設の増設で牧場生活

インをコレクションできる。

発売日 2012年5月30日

になろう

ケージ

メーカー名 レベルファイブ

ジャンル ゲームオムニバス

価格 2916円
［税込］

発売日 2012年5月31日

のテニスを繰り広げる！

価格 4093円
［税込］

４人のクリエイターが手掛けた作品を１本に集

ケージ

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント
ジャンル

価格 4104円
［税込］

ジャイロ操作で

の遊びを体験！
金魚すくいや射的、 ヨーヨー釣り
など、 縁日の遊びがニンテンドー
3DSで楽しめる。 ジャイロセンサー
やモーションセンサーを活用した操
作で、 さまざまな縁日ゲームを体験
しよう。 ダウンロードプレイで最大
４人のプレイにも対応しているぞ。

メーカー名 スクウェア・エニックス

ジャンル ロールプレイング
発売日 2012年5月31日

実世界でもポケモンをつかまえよう！

ケージ

ジャンル ガンシューティング
発売日 2012年6月14日

自分の部屋や家の外などにカメラ
を向けるとさまざまなポケモンが登
場するので、 見つけたポケモンにビ
ームを当ててつかまえよう。 つかま
えたポケモンは
『ポケットモンスター
ブラック2・ホワイト2 （
』ニンテンド
ーDS）
に連れていくことが可能だ。

カルド

プト

メーカー名 任天堂

ジャンル カードゲーム ボードゲーム

価格 5122円
［税込］

アメリカ海 隊 としてゲリラを

発売日 2012年6月28日

せよ！

南米とアフリカを舞台としたレー
ル・ガンシューティングゲーム。アメ
リカ海兵の隊員となり、 ジャングル
や
地帯でゲリラを 討する作戦
に 加しよう。シンプルな操作性で、
初心者からシューティング好きまで
幅広く楽しめる作りが特徴だ。

ゴン バクバクバクバクアドベンチャー

価格 4937円
［税込］

カードゲームとボードゲームの楽しさを 合
カードで戦うボードゲームをコン
セプトに、 ダイスの目の数だけ進む
スゴロク要素と、 止まった土地で使
うカードを える戦略性が魅力。 友
だちとの“協力戦”はダウンロードプ
レイにも対応しており、 経験者と初
心者でも一緒に楽しめる。

ケージ

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

価格 3024円
［税込］

『テリーの ンダーランド』
がパ ーアップして登場
仲間にしたモンスターを、 育成や
配合で自分だけのモンスターに育て
ていく『ドラゴンクエストモンスタ
ーズ』の原点がパワーアップ。少年テ
リーを主人公に、600種類以上のモ
ンスターや最大4対4のモンスターバ
トルなど、心躍る冒険が楽しめる。

© 2012 Tantalus. All Rights Reserved. Published and distributed by Ubisoft Entertainment under license from Tantalus. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the
US and/or other countries. ©1998-2012 Copyright TechnoBrain CO.,LTD. ©2012 Sonic Powered Co.,Ltd. ©2012 Nintendo / CAMELOT ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©ARC SYSTEM
WORKS ©POISOFT ©2012 LEVEL-5 Inc. ©GRASSHOPPER MANUFACTURE INC. ©VIVARIUM Inc. ©2012 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©ASTEC
21 / ©2012 HAMSTER Co. © TOM CREATE 2012 ©Masti 2011 - 2012. All Rights Reserved. Developed by Teyon. Licensed to HAMSTER Co. The WILEY X Eyewear Logo and product
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価格 309円
［税込］

簡単操作で発動できるコンボ攻撃
やチャージ攻撃を使い、 無数の敵を
ふっとばす爽快感が魅力のアクショ
ンゲーム。 操作可能な６キャラクタ
ーはそれぞれ異なるアクション性を
秘めているぞ。 さらに、 豊富なミッ
ションや育成要素もアリ！

まだ見ぬアイデアを多くのユーザ
ーに けることをコンセプトに、 ４
つのゲームを１本にまとめたタイト
ル。 収録作品は、
一、 アメリ
カザリガニの平
、
由多加、
松野
という、 界の 名人がそ
れぞれディレクションしている。

ドラゴンクエストモンスターズ
テリーのワンダーランド３

シューティング

発売日 2012年6月23日

メーカー名 ハムスター

マリオやクッパなどのキャラクタ
ーを操作し、 多彩なショットを打ち
分けて試合を楽しむテニスゲーム。
シングルスとダブルスの試合だけで
なく、 相手とラリーをしながらコー
ト上のリングにボールをとおす特殊
なゲームモードも用意されている。

日

ジャンル 体

敵を斬って、斬って、 っとばす！

HEAVY FIRE THE CHOSEN FEW

国

メーカー名 ポケモン

っと しアクション
発売日 2012年6月6日 価格 400円
［税込］

あなたは“織 のぶなが”の血を吸
う任 を受けて、“いくさの国”にや
ってきたバンパイア。 は人間、 夜
はバンパイアとして行動することに
なり、 バンパイアらしい生き方も、
らしくない生活も自由自在！ 自分な
りにバンパイアを演じてみよう。

GUILD01

メーカー名 任天堂

44

メーカー名 トムクリエイト

バンパイアライフを う 分楽しむ！

について楽しく学習できる。

ポケモンARサーチャー

ジャンル

価格 500円
［税込］

ターと世界旅行に出かけ、 世界

強化することも可能だ。

!スマッシュヒーローズ

ジャンル バンパイアライフゲーム

体験や、 数字や 葉など子どもの教
育に必要な要素を楽しく学べるバラ

るほか、 ロボットを開発して守りを

の魔人といくさの
～さまよえるヴァンピール～

価格 6264円
［税込］

空 の 空

うままの秘密基地を作るシミュレー
ションゲーム。 京都にちなんだヒー

リアしていくとカードや背景のデザ

しよう！

マリオテニス オープン

日ゲーム
発売日 2012年5月24日

を学 う

ハローキティたちとのミニゲーム

道具の購入や

メーカー名 ポイソフト

マリオたちが

サンリオキャラクターと世界各国の

2011年発売の
『 A TO 3D 』に未

作品。 一手戻しやヒント、 中断セー
ブ機能など、 遊びやすい要素が搭載

離着陸する飛行機に向けて、 的確
で安全な指 を出す『ぼくは 空管
制官』の第１弾タイトル。 東京国際
空 、 称“
空 ”を舞台として、
JA グループの飛行機が登場。3D
によるエキサイティングな 空管制
を楽しもう。

みんなの

京 の地 に自分だけの 密 地を作ろう

価格 5184円
［税込］

をとおして、 料理やオシャレなどの

メーカー名 ソニックパワード

発売日 2012年5月24日

育 体験）

発売日 2012年6月21日

収録だった京都を舞台に、 自分が思

ジャンル

ジャンル テニス

価格 514円
［税込］

リーセル”と“ピラミッド”を収録した

空
エアポートヒーロー
with JAL

路を持つ

ジャンル バラエティ
（

飼育したり、 植物を育てたりしなが

ライフを満

４本の

ケージ

メーカー名 コンパイルハート

１人遊び用のトランプゲーム、“フ

を充実させていき、 自分だけの牧場

パズル
発売日 2012年5月24日

発売日 2012年6月6日

名トランプゲームを快 に遊ぶ

ら牧場生活を体験できる。 動物や植
物を育ててお金をためたら、 便利な

く
3D

メーカー名 ハムスター

ジャンル シミュレーション

価格 300円
［税込］

牧場主となってさまざまな動物を

ハローキティとせかいり こう！
いろんなくにへ おでかけしまし ！

AZITO 3D Kyoto

ジャンル バクバクアクション
発売日 2012年6月14日

価格 5184円
［税込］

動物だけの世界で食べて、寝て、遊 う！
好 心 盛なナゾの生き物・ ゴン
を操作し、“まぼろしのたべもの”を
見つけるため大自 を冒険しよう。
横スクロールアクションを 用した
ス テ ー ジ で は、“ も り ”、“ さ ば く ”、
“ゆきやま”など、 大自 らしい場所
が数多く待ち受けている。
names are trademarks or registered trademarks (marca registrada) of Wiley X, Inc., in the U.S. and other countries. All Logos ©2007 - 2012 Wiley X, Inc. All rights reserved. ©
/講談社･
メ
ア ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. サンリオ ャラクター ©1976,1979,1985,1988,1989,1990,1993,1996,1998,2001,2004,2005,2012 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.S530100
©SEGATOYS ©2012 COMPILE HEART ©2012 Pokémon ©1995-2012 Nintendo/Creatures Inc /GAME FREAK inc POK MON AR SEARCHER game developed by Creatures Inc. and
GAME FREAK inc. ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。 ©1997-2012 Omiya Soft. ©2012 Nintendo カルドセプト、Culdceptは
会社
フトの登録商標です。
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探偵 神宮寺三郎

の

史

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル 推理アドベンチャー
発売日 2012年6月28日

最強のハンターたちからに

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

アクション
発売日 2012年7月5日

価格 1500円
［税込］

神宮

ターたちをかわしながらミッション

を

足し算、 引き算、 掛け算、 割り算の

のが目的の逃走アクションゲーム。
手に入れたアイテムを駆使してハン

、 組織からも追われ、

!!3D

発売日 2012年7月11日

メーカー名 ポケモン

価格 510円
［税込］

自由にカスタマイズしたチームで試合に もう

メーカー名 アトラス

価格 3218円
［税込］

タッチペンで地 を描き、目指すは迷宮

発売日 2012年7月12日

！

メーカー名 レベルファイブ

価格 6151円
［税込］

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル プラモクラフトRPG

リズムゲーム
発売日 2012年7月12日 価格 2916円
［税込］

ジャンル

価格 4525円
［税込］

『ダンボール戦機』
の 極進化版、 誕！
4000種類以上のパーツを組み合
わせてホビー用小型ロボット“ B ”
を作り出し、 白熱のバトルを繰り広
げよう。 迫力の演出とともに繰り出
される必 ファンクションの種類が
増えただけでなく、 シリーズ初の６
人対戦も楽しめる。

ゲームに加えて、冒険モードも収録！
リズムに合わせて演 する演 ゲ
ームモードに加えて、 勇者になった
どんちゃんが相棒のちびドラゴンと
一緒に冒険するモードも収録！ バト
ルはリズムに乗って上手に演 する
だけでO ！ ボスキャラは音 を隠
すオジャマ攻撃をしてくるぞ！

© ARC SYSTEM WORKS ©BANDAI･WiZ/TV TOKYO･2011Teamたま っちTV ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©Index Corporation 2007,2012 Produced by ATLUS ©2012 LEVEL-5 Inc.
©FUJI TELEVISION ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. © ARC SYSTEM WORKS ©2012 LEVEL-5 Inc. ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2006-2012 ParityBit ©2012 Nintendo
「カルチョビット」は(株) リテ ビットの商標です。

発売日 2012年7月19日

価格 3218円
［税込］

ファンタジーの世界で暮らそう！

600匹以上のポケモンたちの情報
を収録したユーティリティソフト。
3Dで表 されたポケモンの動きを見
たり、 き声を くこともできる。
そのほか覚える技の情報を検索した
り、 さまざまなポケモンクイズに挑
戦できる機能も搭載されている。

ジャンル スポーツ

発売日 2012年7月18日

王子や姫としての日常生活と、 フ
ァンタジー世界の冒険が楽しめる。
仲間と力を合わせ、 待ち受けるモン
スターとの戦いに挑もう。 ナンバリ
ング作品だが登場人物や物語は完全
新作のため、 シリーズ未経験者もす
ぐにゲームの世界に入り込める。
ケージ

レイマン オリジン
メーカー名

価格 510円
［税込］

お手軽な 球対決でスッキリ爽快！

タイムトラベルの力を秘めた5人
の主人公たちの視点で物語が描かれ
る。 同じ時間に異なる場所で個々の
目的を持って行動する主人公たちの
選択が、 それぞれ別の主人公の
に影響を与えるため、 自分の手で映
画を ぐ感覚で物語を楽しめる。

太 の 人
ちびドラゴンと不思議なオーブ

ジャンル ファンタジー生活

ポケモン情 をじっくり見られる大

主人公たちの選 が運命を変えるプレイングシネマ

マッピングしながら迷宮探索が楽
しめる3DダンジョンRPG『世界樹の
迷宮』がニンテンドー3DSに登場。
多数の迷宮が存在する大地を、 気球
に乗って冒険できる。 自分だけの
パーティを作り、 世界樹の謎を解明
するために探索しよう。

ブースト

価格 1543円
［税込］

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル タイムトラベルアドベンチャー

計算力がアップしている。

メーカー名 マーベラス

おきらくピンポン3D

メーカー名 レベルファイブ

ジャンル 3DダンジョンRPG

ーティリティ
発売日 2012年7月14日

全６回戦を勝ち抜くトーナメント
戦、 ローカルプレイとダウンロード
プレイに対応したエキシビジョンが
楽しめる本格的野球ゲーム。 選手の
見た目や名前を自由に設定したり、
カメラで撮影した を選手の に貼
るカスタマイズ要素も搭載！

TIME TRAVELERS

計算練習ができるため、気が付くと、

ルーンファクトリー

Pro

ジャンル

たまごっちと一緒に“おみせっち”
の世界でバイオリンレッスンが体験
できる。 画面に表 される
に合
わせてタッチペンをスライドさせ、
上手にバイオリンを弾いてみよう。
演 できる曲は全部で８曲あるので、
好きな曲で練習だ。

の巨神

所の運営も見

対戦にも対応している。

ポケモン

メーカー名 アークシステムワークス

得するクラブ事

算力が身につく学習ソフトが 合。
ゲームを楽しみながら小学校で習う

どころだ。 育てたチームで戦う通信

のコレクション要素もあるぞ。

ジャンル ベースボール

たまごっちと一 にバイオリンを楽しもう

こう。 特 で選手を えるだけでな
く、 試合で戦術を指 したり、 選手

に挑戦だ。 コインやトロフィーなど

ARC STYLE:

価格 206円
［税込］
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ドラえもんと一緒に悪いガンマン

件の容疑者として指名手配されてし

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

46

ドラえもんと楽しく学ぶ
“楽習”
シューティング

となって、

をやっつけるシューティングと、 計

ジャンル

発売日 2012年7月5日

を目指そう

サッカーチームの

価格 4937円
［税込］

弱小チームを全国レベルに育ててい

ち ～りっち! たまごっちの
プチプチおみせっちでバイオリンレッスン

ダンボール戦

サッカーチームを育てて 名大

発売日 2012年7月19日

なステージでハンターから逃げ切る

立した男の戦いが始まる ……。

発売日 2012年7月5日

メーカー名 小学館

ジャンル 学習ソフト

価格 4937円
［税込］

やおとぎの国など、 さまざま

大冒険

三郎』の誕生25周年を記念し

まう。

伝

発売日 2012年7月12日

人気テレビ番 『逃 中』
をゲームで体験しよう

たタイトル。 神宮 は過去の事件で
まれた相手の罠に掛かり、 人事

世界樹の迷宮

ドラかず のび太のすう

メーカー名 任天堂

価格 5184円
［税込］

理アドベンチャーゲーム『探偵

ポケットサッカーリーグ カルチョビット
ジャンル サッカークラブ育成ゲーム

ジャンル

シリーズ25 年記 作にして初の3D化タイトル

ゲーム
発売日 2012年7月4日

きれ!

『おきらく』シリーズからピンポンゲ
ームが登場。 ドライブとカット、 ２
種類のショットを使い分けて相手を
さぶり、 スマッシュを決めて爽快
感を味わおう。 本編以外にも３つの
ミニゲームやイラストギャラリーと
いったお楽しみ要素も用意。

ービーアイソフト

ジャンル アクション

発売日 2012年7月19日

価格 2571円
［税込］

レイマンが仲間とともに大暴れ！
手描きアニメ風の世界観が特徴の
横スクロールアクションゲーム。 魅
力的なステージのグラフィックだけ
でなく、 登場するキャラクターたち
の躍動感あふれる動きもポイントだ。
レイマンと仲間たちを操作して、 多
彩なステージをクリアしよう！

脱出!ゾンビシティ
メーカー名 トムクリエイト

ジャンル 無

ゾンビアクション

発売日 2012年7月18日

価格 400円
［税込］

見 す りゾンビ、ゾンビ、ゾンビ！
やステージのギミックを駆使し
て、 ゾンビで埋め くされた都市か
らの脱出を目指すアクションゲーム。
脱出までの残り時間を気にしつつも、
道中での人助けも れずに。 ゾンビ
狩りを楽しめる10種類のエンドレス
モードも見逃せない。
©2012 Pokémon ©1995-2012 Nintendo/Creatures Inc /GAME FREAK inc POK MON ZENKOKUZUKAN Pro game developed by Creatures Inc ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチ
ャーズ・ゲームフリークの登録商標です。 © ARC SYSTEM WORKS ©TOM CREATE 2012 ©藤子プロ･小学館･テレビ朝日･シンエイ･ADK ©小学館 ©2012 Marvelous Inc.
©2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Character of Rayman, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
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ARC STYLE: 女

東 大学
医学
ものすごく を える5

サッカー!!3D

メーカー名 アークシステムワークス

メーカー名 任天堂

ジャンル

ジャンル

サッカー
発売日 2012年7月25日

お手軽 スピーディーなサッカーゲーム

作品。 トレーニングの結果次第で問
題のレベルがプレイヤーの能力ギリ

マイズしたり、 自分だけのオリジナ

して全力で挑戦することが重要だ。

ット

ケージ

メーカー名 日本コロムビア

と
シミュレーション
発売日 2012年7月26日 価格 5184円
［税込］

しいコビトを見つけて自分だけの

ジャンル 脱出ゲーム

発売日 2012年8月1日

を作ろう

ケージ

メーカー名 日本

ソフトウェア
探索アクション
発売日 2012年7月26日 価格 5184円
［税込］

New スーパーマリオブラザーズ 2
メーカー名 任天堂

ジャンル アクション

発売日 2012年7月28日

でも遊べて、ずっと遊べる新しいマリオ
クッパにさらわれたピーチ姫を助
けるため、 マリオやルイージを操作
して多彩なコースを冒険しよう。 遊
びやすい操作性はそのままに、100
万枚のコイン収集や特殊な能力が使
えるようになるアイテムなど、 パワ
ーアップ要素が盛りだくさん！

48

ハイパーパドル ブロックラッシャー
ジャンル ブロック

し

発売日 2012年8月22日

価格 500円
［税込］

爽快感のあるブロック しを遊び倒す

く
空
エアポートヒーロー3D

おきらくビーチバレー3D

ノルル

メーカー名 ソニックパワード
ジャンル

価格 510円
［税込］

のビーチで爽快スパイクを決めよう！
簡単操作でビーチバレーが楽しめ
るスポーツゲーム。 キャンペーンモ
ードでは試合で 得したポイントで
キャラクターを育てたり、 ライバル
に勝つことで新しい 着を 得でき
る。 育成したキャラクターはほかの
ゲームモードでも使用可能だ。

行

ブロック しゲームにカスタマイ
ズ要素を搭載。 多彩なパーツを組み
合わせ、弾を反射するための“パドル”
の性能を自分好みに変えていこう。
攻略を助けてくれるアイテムも活用
しつつ、全50ステージのブロック撃
破を目指そう。

パズル

発売日 2012年8月23日

ハ イの美しい

価格 5184円
［税込］

と一 に 空

を楽しむ！

『ぼくは 空管制官 エアポートヒー
ロー3D 』の第２弾であり、 シリーズ
初となる海外空 、ホノルルが舞台。
白い
とエメラルドグリーンの海、
下に広がるダイアモンドヘッドな
ど、 リゾート気分を味わいながら
空管制に挑戦できる。

ナゲループ

メーカー名 任天堂

ジャンル ジャンプアクション
発売日 2012年8月2日

んだ謎が待ち受けている。

メーカー名 シルバースタージャパン

価格 400円
［税込］

バッドエナジーの影響を受けてし
まった名作絵本の世界に、 プリキュ
アと一緒に飛び込もう。 ミニゲーム
をクリアして絵本をハッピーエンド
に戻すと、 絵本の主人公の衣装が入
手可能。 手に入れた衣装でファッシ
ョンショーが楽しめる！
ケージ

性の高い戦闘と、 バラエティーに富

６人の女の子とブラックジャック
を楽しもう。 プレイを重ねると女の
子の好感度が上がり、 ボイスパター
ンや服装が変化。 さらに特定の 件
を満たすと、 告白やキスなどのイベ
ントが発生するほか、 ギャラリーモ
ードのイラストが公開されていく。

プリキュアと一 に絵本の世界を楽しもう

マダガスカル3

に地下60階を目指そう。アクション

ブラックジャックで女の子とコミュニケーション

発売日 2012年8月8日

ジャンル

価格 5184円
［税込］

アレックスたちのド派手な脱出劇！
映画『マダガスカル』シリーズでお
なじみのキャラクターたちを操作し
ながら進む、 横スクロールアクショ
ンゲーム。 中移動はグロリア、 ジ
ャンプはアレックスなど、 キャラ
クターの特徴を活かしたアクション
でステージクリアを目指そう。

© ARC SYSTEM WORKS ©TN･NP ©2012 NIPPON COLUMBIA CO.,LTD. ©2012 Nippon Ichi Software, Inc. ©2012 NIS America, Inc. ©2012 Nicalis, Inc./Daisuke Amaya.
©2012 Nintendo ©2012 Tohoku University / Nintendo © INTENSE © ARC SYSTEM WORKS ©ABC･東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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に。 BLACKJACK

ジャンル カジュアルスポーツゲーム

メーカー名 D3パブリッシャー

価格 4937円
［税込］

日は

メーカー名 アークシステムワークス

ミニゲーム
発売日 2012年8月2日 価格 5184円
［税込］

使い、 ムチ使い、 魔法使いの３人の
女の子からパートナーを選び、 一緒

とお出かけすることも可能だ。

物語を読み進めるアドベンチャー
パートと、 謎解きなどが楽しめる探
索パート、 ２つのパートで構成され
た脱出ゲーム。
された 校 に
残る謎を追いながら、 見つけたアイ
テムやギミックを分解、 修理して、
脱出への活路を見出していこう。
ケージ

を冒険する3DダンジョンRPG。

洋服やインテリアを買ったり、 先生

発売日 2012年8月8日

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

を探索！

をして元気にしてあげよう。

メーカー名 トムクリエイト

スマイルプリキュア!
レッツゴー!メル ンワールド

謎に満ちたダンジョン“ピクダン”

したり、 お世話を

ジャンル コミュニケーション トランプ

分解・ 理・ 立がカギを握る脱出アドベンチャー

かわいらしい見た目に反して、
太なアクションが魅力の『洞窟物語』
が3Dになって登場。パワーアップし
たステージで 場感あるアクション
が楽しめる。 洞窟探索を進めると広
がっていく、 キャラクターとのつな
がりや物語も見どころ。

女の子とパートナーを んでダンジョン

体験できる。30種類以上の犬猫たち
が登場するので、
に合った

いつでも

ジャンル 絵本体験

ジャンル

ジャンプを駆使して3Dで 築された

の少女

価格 720円
［税込］

自 豊かなフィールドで不思議な
生き物の“コビト”たちを まえて、
自分だけのこびと図鑑を完成させよ
う。 特定のコビトを まえるとケー
スに入れての観 も可能だ。 生 を
写真に撮ったり、 自分や友だちをコ
ビトに変身させて遊べるぞ。

物語3D

校

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル こ

のケガや病気を

トレーニングを重ねて を えよう。

脱出アドベンチャー

価格 500円
［税込］

獣医となって病院に来る犬猫たち

ギリに調整されるため、 つねに集中

ルチームを作ることもできる。

発売日 2012年8月22日

ペットを 気にするお医者さんを体験しよう

を活性化させることを目的とした

ファウルやオフサイドなどのルール
がカットされた、 テンポのいい試合

ジャンル ダンジョンアクションRPG

価格 5184円
［税込］

科学に基づき、 計算問題などで

が特徴だ。 見た目をかわいくカスタ

かん こびと

発売日 2012年8月2日

トレを超える強力な
“ トレ”
にチャレンジ！

チームでサッカーの試合を楽しもう。

メーカー名 インテンス

ジャンル なりきりアドベンチャー

価格 3909円
［税込］

かわいい女子キャラクターたちの

こびと

ダンジョンRPG ピクダン2

わんニャンどうぶつ病院2
メーカー名 日本コロムビア

活
ソフト
発売日 2012年7月28日

価格 510円
［税込］

島 太
の トレーニング

パズルアクション

発売日 2012年8月8日

価格 720円
［税込］

行 をなくす新感 パズルアクション
長い行 を作っている“色ジャマ”
たちを消して、 も気分も爽快に！
色ジャマたちは同じ色が３つ以上並
ぶと消えるため、 割り込みなどの動
きを
して行 を減らそう。 スト
ーリーモードのほか、 ハイスコアを
狙うチャレンジモードも遊べる。
Madagascar 3 © 2012 DreamWorks Animation L.L.C. Game and Software © 2012 D3Publisher. Distributed in North America by D3Publisher of America,Inc. Published in Europe by NAMCO
BANDAI Games Europe S.A.S. D3Publisher and its logo are trademarks or registered trademarks of D3Publisher of America, Inc. or its a liates. Developed by Torus Games Pty Ltd. All rights
reserved. All other trademarks and trade names are properties of their respective owners. ©2012 NIPPON COLUMBIA CO., LTD. ©TOM CREATE 2012 ©seasworks © ARC SYSTEM
WORKS © 2012 Nintendo / MITCHELL © 1998 MITCHELL ©2012 INTENSE ©SilverStarJapan ©1998-2012 Copyright TechnoBrain CO.,LTD. ©2012 Sonic Powered Co.,Ltd.
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SIMPLE DLシリーズ Vol.4
THE 密 からの脱出 ～南 のリゾート編～
メーカー名 D3パブリッシャー

ジャンル 脱出 ADV

発売日 2012年8月29日

メーカー名 アークシステムワークス

メーカー名 D3パブリッシャー

ジャンル

ジャンル

こアクション
発売日 2012年9月5日 価格 300円
［税込］

価格 500円
［税込］

もが憧れる南国リゾートを楽しむはずが ……
アドベンチャーゲーム。 南国のリゾ
ート地を訪れ、 ホテルのバス乗り場
込められてしまう。

か客

に

はこの密

ら無事に脱出できるか!?

じ

ケモノミクス+
メーカー名 ロケットスタジオ

発売日 2012年9月5日

かわいさも楽しさも、もっとプラス

乱カグラ Burst -

の少女

-

メーカー名 マーベラス
発売日 2012年8月30日

メロディで世界を救うリズムアクション

パチパラ3D 大 物語2 With アグネス ラム
～パチプロ
されたライ ンス～

デビルサマナー ソウルハッカーズ
メーカー名 アトラス
発売日 2012年8月30日

仲間たちとともに巨大な

発売日 2012年9月6日

から街を救え！

フルボイス化やすれちがい通信の
対応など、 新たな要素を追加して人
気RPGがニンテンドー3DSで復活。
約300種類も登場する悪魔たちを集
め、合体で強力な悪魔を作り出そう。
リアルタイムでの難易度変 も可能
で遊びやすさもアップ。

50

レッスン
発売日 2012年9月13日

無双 Chronicle 2nd

発売日 2012年9月13日

『ウルトラマン』、『仮面ライダー』、
『ガンダム』シリーズの新 15キャラ
クターが 演するヒーローRPG。ダ
ブルオーガンダム、 ウルトラマンゼ
ロ、 仮面ライダーWなど、 人気キャ
ラクターたちで4人パーティを編成
し、悪に立ち向かえ！
© ARC SYSTEM WORKS

メーカー名 ジニアス・ソ

ジャンル RPG

リティ

発売日 2012年9月26日

価格 1000円
［税込］

作で仲間にした

人間は引継 が 能
電 のまわりを う不思議な生き
物・電 人間。彼らをキャッチしてチ
ームを組み、 さらわれた家族を助け
るために世界を冒険しよう。 また、
シリーズ第２弾となる今作では、 ダ
ンジョンだけでなく大地や海も冒険
できるようになっているぞ！
ケージ

ジャンル マルチプレイシューティング
発売日 2012年9月27日

価格 5184円
［税込］

シューティングゲームの楽しさ、ここに集

豊富な画材とレッスンで、 絵を描
くためのコツが学べるお絵かきソフ
ト。3D表 対応により、実際にもの
を観 して描くのに近い感覚でプレ
イできる。 色 筆や絵具などの画材
があり多彩な表現ができるほか、 用
紙やキャンバスも選択可能だ。

メーカー名 コーエーテクモゲームス

望の世界でヒーローたちがクロスオーバー！

©2012 INTENSE ©2012 D3 PUBLISHER © 2012 Rocket Studio, Inc. All Rights Reserved. ©2012 Marvelous Inc. ©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
©2012 GAME FREAK inc. / Nintendo リズム ンター ーモ イトはゲームフリーク･任天堂の商標です。 licensed by excor ©SANYOBUSSAN CO., LTD.
©2012 IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. ©石森プロ･テレビ朝日･ADK･東映 ©石森プロ･東映 ©創 ･サンライズ ©
プロ
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価格 3909円
［税込］

敵を狙う、 撃つ、 破壊するシュー
ティングのおもしろさに加え、 カー
ドを使った戦略性や、 自由度の高い
ステージセレクトが特徴。 ダウンロ
ードプレイに対応しているため、 ソ
フトが１つあれば友だちと一緒に最
大４人でのマルチプレイが楽しめる。

わがままファッション GIRLS MODE
よく り
! トキメキUP!
メーカー名 任天堂

ジャンル タクティカルアクション

価格 6459円
［税込］

のRPG2

メーカー名 グレフ

人物画も加わった新しい絵心教

戦

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

人

KOKUGA

大当り確 の変 や持ち玉 移グ
ラフなど、便利機能を搭載した
『CRA
大海物語2 Wit アグネス・ラム』が
いつでも楽しめる。 演出鑑賞モード
や、 女パチプロ・能登さくらと新米
調 官・加
太郎、 ２人の物語が
語られるストーリーも見逃せない。

ジャンル ヒーローRPG

価格 2800円
［税込］

新絵
メーカー名 任天堂

ロストヒーローズ

レイヤーとの対戦が可能だ。

下画面に表 される寿司ネタを回
転させ、 ３個以上並べてお客さんに
寿司を
するパズルゲーム。 新米
の寿司職人・スッシーとして一人前の
職人を目指すストーリーモードと、
制限時間内にどれだけ寿司を れる
かを競うフリーモードがある。

ジャンル 絵

価格 6090円
［税込］

インターネットに対応し、 全国のプ

は解き明かせるか!?

目指せ！ 一人 の寿司 人

パチンコシミュレーターにレトロゲーム集も収録

“忍”として生きる少女たちの戦い
と青 を描いた『 乱カグラ』シリー
ズの第２作目。 今回は秘立 女子学
園メンバーが主役となり、 新たな物
語が展開する。 衣 の3D立体視対
応やコスチューム破壊の進化など、
見どころ盛りだくさん！

ジャンル RPG

ケージ

と700種類以上！ ローカルプレイと

電

世界を雑音（ノイズ）で満たそうと
する“ノイゾイド”たちから世界を救
うため、 リズムに合わせてジャンプ
やアタックを繰り出し、 敵を倒して
いこう。 ステージによってマーチや
ロックなど、 ジャンルの異なる音楽
が楽しめるのも特徴だ。

発売日 2012年9月6日

病院で起

る る 転
パズル
発売日 2012年9月12日 価格 300円
［税込］

メーカー名 アイレム

る忍たちの爽快アクション第２弾！

の正体を、

大迫力のロボットバトルに挑もう。
カスタマイズに使えるパーツはなん

のない少女

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル パチンコ アドベンチャー

価格 1900円
［税込］

げて物語を進めよう。

きた過去の出来事や、

クルりんスッシー

価格 1851円
［税込］

４つのパーツとメダルを組み合わ

せてメダロットをカスタマイズし、

を撮影
の器に

ジャンル

ニンテンドーDSiウェアで配信さ
れた
『ケモノミクス』の楽しさはその
ままに、 新種のケモノや未知のエリ
アをプラス。 ケモノのトレーニング
と惑星の探索、 そしてケモノ同士の
ミックスを繰り返し、 自分好みのか
わいいケモノを作り出そう。

ジャンル アクション

になることまち

メーカー名 任天堂

価格 300円
［税込］

解いたり、 浮遊している人
してフィルムに取り込み、

込み要素も用意されている。

ジャンル リズムアクション

来した 石とメダロットの謎に る大冒険

ャー。 入手したアイテムで仕掛けを

がいなし！ プレイ内容に応じたやり

リズムハンター ハーモナイト

ジャンル 育成シミュレーション
発売日 2012年8月29日

するハラハラ感が

か

価格 6264円
［税込］

病院が舞台のホラーアドベンチ

ションゲーム。 形も重さも違う食材
を積み重ねるため、 れないように

クワガタ Ver.

発売日 2012年9月13日

立体視の 力ある 像で、かつてない恐怖を体験！

て、 ハンバーガーを作り上げるアク

カブト Ver.

メーカー名 イマジニア ジャンル RPG

価格 500円
［税込］

落ちてくる食材をお皿で受け止め

空間からの脱出を試みる謎解き

へ向かうはずが、 な

ラーADV
発売日 2012年9月12日

ハンバーガーを求めて、食いしん が く く

さまざまなアイテムを駆使して、

メダロット
カブト Ver.／クワガタ Ver.

SIMPLE DLシリーズ Vol.5 THE 呪いの
病院 ～
められた のない少女～

ハングリーバーガー

ジャンル

価格 5554円
［税込］

武 を り えて戦い、戦 の世を駆けろ！

りファッション

発売日 2012年9月27日

価格 4937円
［税込］

自分の ンスでおしゃれを楽しんじゃおう！

最大４人の武 を切り替えながら
戦う
『 C roni le 』シリーズ第２弾。
メインモードである“無双演武”のマ
ルチシナリオ化をはじめ、 数々の新
要素を搭載してパワーアップ！ ロー
カルの協力プレイも可能な新モード
“
演武”も追加されている。
©2012 INTENSE ©2012 D3 PUBLISHER © ARC SYSTEM WORKS ©2012 Nintendo ©2012 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
©2012 Genius Sonority Inc. ©2012 G.rev Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. ©2012-2014 Nintendo / syn Sophia

セレクトショップの店長としてお
店の内装や外観を決めたり、 コンテ
ストに出場して人気ショップを目指
そう。洋服やバッグなどは21ブラン
ド、約12000点が登場し、豊富なア
イテムでお客さんをコーディネート
することもできる。
© Imagineer Co., Ltd.
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王
メーカー名 アークシステムワークス

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル ストイックガンアクション
発売日 2012年10月3日

ジャンル スポーツ

ルフ
発売日 2012年10月24日

価格 500円
［税込］

鳥たちの楽園で
“ 狩王”
を目指してハンティング
ンの３種類の

を使って飛ぶ鳥

件をクリアするミッシ

みの

と

魔の

-

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル アクションパズル

発売日 2012年10月10日

建

ケージ

PROJECT X ZONE
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント
価格 6459円
［税込］

ケージ

ハローキティといっし !
ブロッククラッシュZ
メーカー名 ドラス

ブロッククラッシュはここからネクストステージへ
『ハローキティといっしょ！』とブロ
ック しのコラボレーション作品。
200以上のステージをクリアして、
キティ大好きな“超キティラー”たち
のイラストをゲットしよう。 作中に
はオリジナルの超キティラー、 シャ
ルロッテとかのんも登場！

52

価格 720円
［税込］

発売日 2012年11月14日

よ！！ミニバージョン

ジャンル アクションパズル
発売日 2012年11月7日

価格 500円
［税込］

いつでもどこでも よ 負！
シ リ ー ズ 20 周 年 記 念 作『 よ
よ！！』から、内容を厳選して収録し
たお買い得ミニ版。 アルルやアミテ
ィなど４人のキャラクターから１人
を選び、『 よ よ』、『 よ よ通』、
『 よ よフィーバー』
、
『ペアで よ
よ』のルールで対戦できる。

屋deオマッ
RPG

発売日 2012年11月21日

価格 823円
［税込］

魔王を倒す最強の武器を作り出せ！

さまざまなアイテムを駆使して
空間からの脱出を試みる謎解きア
ドベンチャーゲーム。 今回の舞台は
アミューズメント 設“クマドナルボ
ウル”だ。一緒に じ込められたアイ
ドルとともに脱出し、 彼女をイベン
トホールまで連れていってあげよう。

プレイヤーは武器屋となり、 魔王
討伐を目指す勇者を から えてい
く。 曲調の異なる“仕事 ”に合わせ
て武器を作ったら、 冒険者の目的に
合わせて最適なものをチョイス。 あ
とはSNS風の追 システム“ドナイ
ナッター”で冒険者の無事を見守ろう。

エクストルーパーズ
メーカー名 カプコン

ジャンル 3D

シューティング
発売日 2012年11月14日 価格 823円
［税込］

ジャンル マンガチック

アクション
価格 2990円
［税込］

発売日 2012年11月22日

少女は戦う。 国の
“解 ”
をかけて

すべての動きがカッコイイ爽快アクション

高校生でありながら新日本国大統
領に就任した主人公・大空 子となり、
略者との壮絶な戦いに挑むフル3D
シューティング。 ボンズによる 中
アニメーションや、marinaのボーカ
ルソングなど、 名クリエイターの
加も見逃せない！

度

主人公・ブレンとなって、学園で出
会う仲間たちとともに、 敵対勢力の
雪 や原 生物エイクリッドと戦う
アクションゲーム。 １人で遊ぶスト
ーリーモードのほか、 ローカルプレ
イでは３人での協力プレイや６人で
の対戦プレイも楽しめる。
ケージ

おうちまいにち たまごっち

メーカー名 アークシステムワークス

価格 309円
［税込］

レンタル
メーカー名 レベルファイブ

ブロックを押し引きしてパズルを
動かし、 足場を作りながらゴールを
目指していこう。 トレーニングを含
めて全230種類の“ヒクオツ”を収録
し、 ボリュームも満載。 オリジナル
のヒクオツを作れば、 人にあげたり
もらったりすることも可能だ。

よ

オーディションに挑戦だ。

ジャンル レンタル

空間から脱出し、アイドルの 機を救え

して、引いて、 として進むパズルアクション

© ARC SYSTEM WORKS © 2012 FK Digital © ARC SYSTEM WORKS ©CAPCOM ©CAPCOM U.S.A. ©SEGA ©SEGA ©RED ©NBGI ©SRWOG PROJECT ©.hack Conglomerate
©藤
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. HELLO KITTY： 作 (株)サンリオ ©1976, 2012 SANRIO CO.,LTD.(W) ©2009, 2012 SANRIOWAVE CO.,LTD.(L) ©ブロッククラッシュ製作委
員会 ©DORASU © ARC SYSTEM WORKS © 2012 G-STYLE. All Rights Reserved. ©2012 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS ©SEGA
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メーカー名 D3パブリッシャー

ジャンル 脱出 ADV

メーカー名 レベルファイブ

メーカー名 セガゲームス

価格 4320円
［税込］

SIMPLE DLシリーズ Vol.6 THE 密 か
らの脱出 ～ びの
クマドナルボウル編～

少女

発売日 2012年10月31日

レッスンをしたり、 リズムゲームの

ミニゲームも遊べるよ。

ツ

カプコン、 セガ、 バンダイナムコ
エンターテインメントの人気キャラ
クターが集結し、 闘を繰り広げる
シミュレーションRPG。５人以上の
キャラクターでド迫力の同時攻撃が
繰り出せる独自のバトルシステム“ク
ロス・アクティブ・バトル”が魅力だ。

っし
発売日 2012年10月11日

ミニゲームでメイクやウォーキング

ドル 成学校・スターライト学園でア
イドル活動
（アイカツ！）に もう。

ームで手に入れたジュエルを使って

空から降ってくるモノをバランス
よく積み上げてビルを建てる、 落ち
物バランスパズルゲーム。 落ち物は
100種類以上、ステージは50種類と
バリエーション豊か。 ストーリーを
進めていくと、“超高層建 計画”の
謎が明らかとなる ……！

ジャンル パズルアクション

ゲームメーカー３ によるクロスオーバー実

ジャンル ブロック

ョンコンテストに挑戦だ。 リズムゲ

メーカー名 任天堂

ジャンル シミュレーションRPG
発売日 2012年10月11日

ール数で競う対戦モードのほか、 ド

100種類以上のモノでビルを建築せよ！

ク

アニメなどで人気の
『アイカツ！』

をゲットしよう。 レシピが増えたら
いろんなコーデを試して、 ファッシ

ビルディンガー

主人公のうさぎ を操作して、 モ
ノノケから村人たちを救出するアク
ションパズルゲーム。 ステージの
道中には罠が仕掛けられていたり、
モノノケが待ち受けている。 攻略に
役立つ道具だけでなく、 岩や気流な
ども利用して村人を救い出そう。

トップアイドルを目指してレッツアイカツ！
がニンテンドー3DSに登場！ アイ

バランスパズル
発売日 2012年10月31日 価格 600円
［税込］

！

価格 5184円
［税込］

ムをプレイして、 レシピやジュエル

メーカー名 ジースタイル

の いを受けて、 れうさ

ケージ

るゴルフゲーム。 パワーショットや

ジャンル
価格 510円
［税込］

発売日 2012年11月15日

ジュエルペットたちとリズムゲー

テストモードも充実！

超

ジャンル アイドル体験

ジュエルペットの着せ え ダンスを楽しもう！

ライバーの飛距離を競うなどのコン

ョンモードなどが楽しめる。

-

リズムアクション
発売日 2012年11月8日 価格 5378円
［税込］

クラブを使い分けてコースを制覇し
ていこう。 総ストローク数や勝利ホ

ントしていくインスタントをはじめ、

のうさぎ

価格 510円
［税込］

アイカツ!シンデレラレッスン
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル きせ

総勢８人のおきらく一家が登場す

たちを眠らせ、 保護していくハンテ
ィングゲーム。 高得点を目指してハ
設定された

メーカー名 フリュー

６つのゲームモードでゴルフをおきらくに

ボウガン、 ライフル、 ショットガ

ケージ

ジュエルペット
魔法でおしゃれにダンス☆デコ～!

おきらくゴルフ3D

ジャンル テーブルゲーム

発売日 2012年11月14日

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル おう

価格 510円
［税込］

初めてでも遊べるお手軽

せ

つ

発売日 2012年11月22日

ゲーム

花 のなかでも人気の高い“こいこ
い”と“花合わせ”を収録したタイトル。
役の一覧をゲーム中にいつでも確
できるほか、３段階の難易度調整で、
花 の初心者から上級者まで気軽に
楽しめる。 役を成立させたときの演
出にも注目だ。

価格 5184円
［税込］

たまごっちと一 に
“おうちせいかつ”
を ろう
自分だけのたまごっちハウスで、
たまドールとの生活を楽しもう。 お
部屋とお庭では、“おりょうり”や“ガ
ーデニング”など、それぞれ異なるミ
ニゲームがプレイ可能だ。 ミニゲー
ムでポイントをためれば、 ハウスの
デコレーションもできるぞ。

© FURYU Corporation. ©'08,'12 SANRIO/SEGA TOYS サンリオ･セ トイズ/ウ ー ･テレビ東京･ジュエル ット製作委員会 ©2012 INTENSE ©2012 D3 PUBLISHER ©2012 LEVEL-5
Inc. ©2012 GRASSHOPPER MANUFACTURE INC. © ARC SYSTEM WORKS ©SUNRISE/BANDAI,DENTSU,TV TOKYO ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2012 LEVEL-5 Inc.
©CAPCOM CO., LTD. 2012 ALL RIGHTS RESERVED. JASRAC
9009465020Y43030 ©BANDAI･WiZ/TV TOKYO･2012Teamたま っちTV ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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ケージ

でん ゃらす ーさんと
1000人のお だち
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル コレクション アクション
発売日 2012年11月22日

価格 5184円
［税込］

女家

師
生と密 にいたら
しちゃうかもしれない。

メーカー名 D3パブリッシャー

メーカー名 レベルファイブ

ジャンル

ジャンル

脱出 アドベンチャー
発売日 2012年11月28日 価格 800円
［税込］

お友だちと、お友だちのためのお友だち救出作戦
テージを攻略して総勢1000人のお

女家庭教師の先生と一緒に

て街を拡大させ、 自分だけのお友だ

能力が使用できる。
想力と超能力を発

NARUTO
パワフル

メーカー名 日本コロムビア

ナルト
伝

価格 5184円
［税込］

ジャンル アクション

発売日 2012年11月29日

『

R

ポケモン不思議のダンジョン
～マグナゲートと 迷宮（む んだいめいきゅう）～
メーカー名 ポケモン

発売日 2012年11月23日

世界を救うのは、ポケモンになったキミだ！

運命と物語に

プレイヤー自身がポケモンとなっ
て、 世界中で起こる事件を解決して
いくダンジョンRPG。身近にある
いものをニンテンドー3DSのカメラ
で撮影すると不思議のダンジョンを
発見でき、 撮影するたびにダンジョ
ンが変化するのが特徴だ。

CRIMSON SHROUD
クリムゾン シュラウド
メーカー名 レベルファイブ

ジャンル アドベンチャーRPG
発売日 2012年11月28日

に挑む

クリエイターの松野
が手掛け
るRPG。かつて魔法が存在しなかっ
た世界を舞台に、 重 なストーリー
が描かれる！ 攻撃や行動の結果を左
右するのは、テーブルトークRPG風
に下画面で るダイスロール。 運と
戦略で死線を潜り抜けるのだ。

生活
し するツール
発売日 2012年12月3日 価格 無料（ソフト内購入あり）

ニンテンドー3DSで の 習を楽しもう
楽曲の視 や購入ができるストア
機能をはじめ、購入・ダウンロードし
た楽曲で の練習ができる“スタジオ”
機能を搭載。 クラブレコチョクに登
録していると、3DSで購入した楽曲
をスマートフォンやパソコンで無料
ダウンロードも可能だ。

© 山
／小学館･ShoPro ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2012 NIPPON COLUMBIA CO., LTD. ©2012 Pokémon.©1995-2012 Nintendo/Creatures Inc /GAME FREAK inc.
©1993-2012 Spike Chunsoft. ポケットモンスター・ポケモン･Pokémonは任天堂･クリーチャーズ･ゲームフリークの登録商標です。「不
の ンジョン」はス イク･チュン フトの商標です。ニンテン
ドー3DSのロゴ･ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。 ©2012 LEVEL-5 Inc. All Rights Reserved. ©2012 INTENSE ©2012 D3 PUBLISHER
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こ

んちょいす』
も好評配信中。

発売日 2012年12月12日

東京の街に作る、自分だけの 密 地

価格 820円
［税込］

くにおくんのライバル・りきの主 作品

『 A TO 3D
oto 』に続く、秘密
基地作成シミュレーションゲーム。
今回は東京を舞台に、 秘密基地を思
うままに作り上げていこう。 東京に
ちなんだ限定ヒーローや怪人も登場
し、 秘密基地の守りに加わってくれ
るぞ。

イナズマイレブンGO2
クロノ ストーン ネップウ／ライメイ

獣勇士伝

獣勇士たちが き起こす

『熱血硬派くにおくん』シリーズに登
場するキャラクター・りきを主役にし
たアクションゲーム。 正 の番長り
きとなって、 走族・武
（むし
ゃもん ん）から花園高校を守り切
ろう。 原作者によるりきの誕生秘話
も見逃せない！
ネ

ウ

ラ

メ

メーカー名 レベルファイブ
ジャンル

育成サッカーRPG
価格 5657円［税込］

発売日 2012年12月13日

のストーリー

ボタン連打でつなげられるコンボ
攻撃や２段ジャンプ、 忍術など、 多
彩な忍アクションを駆使して敵の忍
者集団を打ち倒そう。 ステージごと
に多数のミッションが用意されてい
るほか、忍術強化の育成要素もあり、
遊びごたえも十分だ。

サッカーを取り戻すため、時を超えた冒険に！
『イナズマイレブン』
シリーズ第５弾。
タイムトラベルをする
の展開に
加え、 １人の選手に別の人物や動物
のオーラを 合する“ミキシマックス”
など多数の新システムを搭載して超
次元サッカーがパワーアップ。 場
感あふれるイベントシーンも注目だ。

ペーパーマリオ スーパーシール

メーカー名 レコチョク
価格 823円
［税込］

価格 514円
［税込］

『レイトン教授』
と
『逆転裁判』
のコラ
ボにより誕生したタイトル。 ２人の
主人公を交 に操作していき、 レイ
トン視点では中世の を調 してナ
ゾを解くアドベンチャーパート、 成
歩堂視点では魔女裁判をテーマにし
た裁判パートが楽しめる。

レコチョク

中！ 人気作

メーカー名 アークシステムワークス

アクション
発売日 2012年12月5日 価格 500円
［税込］

ジャンル

ダイスの出目が生 を分かつ、 RPG風ハイ・ファンタジー

54

された でナゾトキと

有”も

をまとめて購入できる 妹ソフト
『ど

ジャンル アクション

ジャンル 3D

価格 6151円
［税込］

携した“本

りき伝説

メーカー名 トムクリエイト

ジャンル ナゾトキ 法廷アドベンチャー
発売日 2012年11月29日

き連続して

AZITO 3D Tokyo

スピリッツ 真

メーカー名 レベルファイブ

価格 4937円
［税込］

物を華麗に

マンガがたくさん読める無料ビュー
アー。2018年から公式サイトと連

マイク機能やMiiにも対応している。

発売日 2012年12月5日

VS逆転裁判

ガも月200冊以上、 新着やオススメ

旅客機を出発させるとコンボが発生。

これまでの
『NARUTO ナルト 』
のゲームとは一味違う、 デフォルメ
されたキャラクターたちがギャグあ
り、バトルありで大活躍！ 原作スト
ーリーに沿った“うずまきナルト ”
と、ギャグ満載の“ロック・リー ”が
収録されている。

レイトン

マンガ中心に約4万冊、 無料マン

物

メーカー名 ハムスター

ナルト 』
のゲームがSDで登場！

新人ナースとなって先生のお仕事
を手伝ったり、 往診に行って の人
を助けよう。 注射やリハビリ、 ち
ゃんのお世話などをこなして、 れ
のナースを目指そう。 プライベート
では着せ替えやインテリアのコーデ
ィネートも楽しめる！

ニンテンドー3DSでマンガが読める 子書 サービス

でベルトコンベアの昇降レー

ション。

ジャンル シミュレーション

価格 5379円
［税込］

ビューアー

を集めて、 待機している旅客機を出
発させていく管理・仕分けシミュレー

するのだ。
ケージ

SD

ジャンル 電

んち いす）

価格 無料
（ソフト内購入あり）

ンを操作し、 レーンと同じ色の

れの先生と２

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ドラマチックなナース生活がここに！

ジャンル ダンジョンRPG

じ込め

人っきりというシチュエーションで、

くさんいると強い敵も倒せるぞ！

ジャンル なりきりアドベンチャー

空

ibri a

発売日 2012年12月12日

物の仕分けで遊ぶ新感 ゲーム

られた密 空間からの脱出を試みよ
う。 主人公は
になると、 超

ち軍団を結成しよう。 お友だちがた

ピカピカナース物語2

メーカー名

シャイな中学生の主人公となり、

友だちを集めていく、コレクション＆
アクションゲーム。 お友だちを集め

どこでも本屋さん（どこ

けアクション
発売日 2012年12月5日 価格 823円
［税込］

想で興奮、興奮して超能力、超能力で脱出！

横スクロールアクションで進むス

発売日 2012年11月22日

AERO PORTER

メーカー名 任天堂

ジャンル シールバトルアドベンチャー
発売日 2012年12月6日

価格 4937円
［税込］

シールを集めて、戦って、謎を解く！
紙やダンボールなどでできた、 ペ
ーパークラフトのような不思議な世
界をマリオが大冒険！ シール星から
やってきたルーシーとともに、 クッ
パのいたずらで世界中に散らばった
願いを叶える“ロイヤルシール”を見
つける旅に出かけよう。
© 本 史 スコット／集英社･テレビ東京･
ろ ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2012 LEVEL-5 Inc. ©CAPCOM CO., LTD. 2012 ©RecoChoku Co., Ltd. ©2012 LEVEL-5 Inc.
©VIVARIUM Inc. ©ASTEC 21 / ©2012 HAMSTER Co. ©TOM CREATE 2012 ©2012 Nintendo Program ©2012 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS ©Librica
© ARC SYSTEM WORKS ©2012 LEVEL-5 Inc.
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オレ キングダム イケメン
をゲット
しよ! もえキュン スクールデイズ

ケージ

eakvox リリリズム

メーカー名 日本コロムビア

メーカー名 ファン

キュンアドベンチャー
発売日 2012年12月13日 価格 5184円
［税込］

ニット

ジャンル リズミカルパズル

ジャンル

発売日 2012年12月19日

『オレ様キングダム』
のイケメンたちと をしよう

メーカー名 カルチャーブレーンエクセル

日

3D

メーカー名 エム・ティー・オー

トリコ グルメモンスターズ!

ケージ

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント
価格 5966円
［税込］

『トリコ』
が育成RPGになって登場！

プレイヤーの動きに合わせてモニタ

んを目指すストーリ

ねらって!と して!
リラックマぐらぐらスイーツタワー
メーカー名 イマジニア

ジャンル まっ

りアクション
発売日 2012年12月13日 価格 5184円
［税込］

リラックマとまったりホットケーキ集め
リラックマを操作してフルーツを
飛ばし、 ステージ中のホットケーキ
を集めるまったりアクション。 難易
度は簡単なものから難しめなものま
で、130以上のステージが登場する。
コリラックマやキイロイトリの協力
を得ながらクリアを目指そう。

む

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル 脱出ゲーム

発売日 2012年12月19日

人 い魔女と謎の

、その真 へたどり着け！

メーカー名 テヨンジャパン

発売日 2012年12月20日

価格 4937円
［税込］

チャリ

とんがりボウシと魔法の

発売日 2012年12月20日

似再

DX

発売日 2012年12月26日

価格 400円
［税込］

も壁も び えてチャリで りつづける！

海 のリゾートに作られた村で、
たくさんの動物たちとコミュニケー
ションを楽しもう。 かわいい子犬と
遊んだり、『海編』だけに出てくるコ
レクションアイテムを集めることも
可能だ。 子犬との生活でどんどん村
を大きくしていこう。

ジャンル コミュニケーション

体”を

ジャンル ワンボタンレーシングアクション

ペットと遊べるリゾートで素敵生活を始めよう

チャリでひたすら走るアクション
ゲーム。 世界中のステージを走る
WOR D TOURモードや、ひたすら
走りつづけるGRAND PR モード
を搭載。 スーパージャンプや巨大竜
巻などのギミックを駆使して世界中
を走り抜けよう。

ぶれいぶるー くろーんふ んたずま
メーカー名 アークシステムワークス

価格 3024円
［税込］

モデルデビューもできる自由いっぱいの

ジャンル アクションゲーム

発売日 2012年12月26日

価格 820円
［税込］

ボタン１つで楽しめるかわいい 爽快アクション

魔法学校に通って魔法を覚えたり、
自分のお店を開いたり、 オシャレを
楽しんだりと、 できることがたくさ
んの で自由な生活を れるのが魅
力だ。 すれちがい通信やダウンロー
ドでお店を集め、 自分だけのショッ
ピングモールを作り上げよう。

空
エアポートヒーロー
with ANA

デフォルメされた
『 B A B UE 』
のキャラクターたちが、 大量の敵を
相手に戦うバトルアクション。 キャ
ラクターごとに物語が楽しめるスト
ーリーモードのほか、 敵をいかに多
くステージ上から落とせるかを競う
チャレンジモードがある。

イナズマイレブン1 2 3!!

メーカー名 ソニックパワード

メーカー名 レベルファイブ

ジャンル

ジャンル

価格 100円
［税込］

アフリカを目指す り鳥の大冒険

成 の空の

れからはぐれた渡り鳥の主人公・
モージョとなり、 仲間を追って暖か
いアフリカへと旅立とう。 道中のス
テージは星やバルーンを集めて高得
点を狙ったり、 一定 件をクリアし
てトロフィーを 得。 や夜などの
危険を乗り越えて飛び続けよう。

現したモードも搭載！

メーカー名 スパイシーソフト

シミュレーション パズル
発売日 2012年12月20日 価格 6264円
［税込］

発売日 2012年12月19日

編-

メーカー名 エム・ティー・オー

く
3D 成

バードマニア3D
ジャンル アクション

!-

ジャンル ペット育成コミュニケーション

物語を読み進めるアドベンチャー
パートと、 謎解きや脱出が目的の探
索パートが楽しめる
『脱出アドベンチ
ャー』
シリーズの作品。今回は人喰い
魔女の噂を追っていくなかで襲いか
かる不可思議な現 や、 密
が
待ち受けている。

©
歳/小学館 ©2012 NIPPON COLUMBIA CO., LTD. ©2012 MTO Inc. ©
/集英社･フジテレビ･東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2012 San-X Co.,
Ltd. All Rights Reserved. ©Imagineer Co., Ltd. © 2012 FUN UNIT / O-TWO / peakvox All Rights Reserved ©2012 Nintendo © INTENSE © ARC SYSTEM WORKS ©2012 Teyon All
rights reserved.
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と

メーカー名 KONAMI

価格 820円
［税込］

ーが動く“ムービング

プや魔法のアイテムが手に入るぞ。

ニンテンドー3DSを けたり回し
たりして、 のキャラクターを操作
するアクションゲーム。 本体の き
に合わせて流れる の特性を利用し
て、 仕掛けを解いたり敵を倒して冒
険を進めていこう。氷や に変身し、
その特性を使う場面も！

脱出アドベンチャー 魔女の

ハリアー』がニンテンドー3DSでよ
みがえる。3D立体視への対応に加え、

事をこなせれば、 ごほうびのスタン

オシャレでかわいい

本体を けて、流れる を操作

マンガ
『トリコ』の世界で“グルメモ
ンスター”を育成、収集して、自分だ
けの最強チームを作ろう。 原作でお
なじみの四天王も大冒険を繰り広げ
る！ 美食屋とグルメモンスターのチ
ームバトル大会にはマッチや
な
どのキャラクターも 戦。
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事を体験してみよう。 しっかりお仕

のてっ

きウ
タ アクション
発売日 2012年12月19日 価格 1234円
［税込］

ジャンル グルメモンスター育成RPG
発売日 2012年12月13日

大な

事体験ゲーム。 テーマパークのなか
で遊びを交えながら、 いろんなお仕

コアアタック、２つのモードを搭載！

アメリカンショートヘアーやペル
シャなど、 かわいい９種類の子猫た
ちと楽しく遊ぼう。 子猫のしぐさや
行動を見てコミュニケーションを取
ると仲 くなれる。 子猫と仲 くな
ったら猫に するクイズ“にゃんこ検
定”にチャレンジだ。

超能力戦士ハリアーとなって怪物

たちと戦うシューティング
『スペース

メーカー名 任天堂

かわいい子猫と遊べる育成シミュレーション

名作シューティングが3D立体視に対 して登場

護師など、 女の子

に人気が高い職業を体験できるお仕

ジャンル

価格 4937円
［税込］

価格 617円
［税込］

パズルゲーム。主人公・リリムの前に

ぐるっとスプラッシュ!

ジャンル ペット育成シミュレーション

発売日 2012年12月26日

パティシエや

ーモードと、 ベストスコアを狙うス

フルボイスで楽しめる。

メーカー名 セガゲームス

女の子の憧れのお仕事を楽しく体験！

立ちはだかるジャマものたちは、 リ
ズムを合わせて突破していこう。 巨

う。 イケメンたちとのおしゃべりは

3D スペースハリアー
ジャンル シューティング

価格 5184円
［税込］

画面をリズムよくタッチして進む

ケメンたちと記憶のピースを集めよ

発売日 2012年12月13日

発売日 2012年12月20日

リズムとパズルが 合した新感 が楽しい

を過ごすアドベンチャー。 記憶をな
くした主人公・ののちゃんとなり、イ

かわいい

ジャンル おしごと体験ゲーム

価格 514円
［税込］

マンガ『オレ様キングダム』のキャ

ラクターたちと“もえキュン”な

ケージ

おしごとテーマパーク2

はキミが守る
『ぼくは 空管制官 エアポートヒー
ロー3D 』シリーズ第３弾は、 成 国
際空 を舞台にANA機が大活躍！
シリーズ最大級のステージ数に加え、
カメラステージも 在。さらに
『
編』
と
『ホノルル編』
の体験ステージも
収録されています。

堂 伝説

育成サッカーRPG

発売日 2012年12月27日

価格 5966円
［税込］

堂守の伝説がニンテンドー3DSでよみがえる！
初代作の主人公、 円堂守の物語を
描いたニンテンドーDS向けの
『イナ
ズマイレブン』
シリーズ６作品を１本
にまとめたタイトル。 イベントシー
ンや必 技演出もハイクオリティに
進化。ゲームとTVアニメのテーマ曲
を収録したイナズマミュージアムも！

©Culture Brain EXCEL © 2012 MTO inc. © 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Petz, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks ofUbisoft Entertainment in the US and/or
in other countries. ©Konami Digital Entertainment ©1998-2012 copyright TechnoBrain CO.,LTD. ©2012 Sonic Powered Co.,Ltd. ©SEGA ©LIRENEOSOFT ©Spicysoft Corporation
© ARC SYSTEM WORKS ©2012 LEVEL-5 Inc.
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クレイジーカンガルー

クレイジーチキン パイレーツ3D

メーカー名 テヨンジャパン

ジャンル アクション

ニ ン テ ンド ー 3 D S オ ー ル ソ フト カ タ ロ グ

発売日 2013年2月13日

2013

メーカー名 テヨンジャパン

ジャンル アクションシューティング

価格 100円
［税込］

発売日 2013年2月27日

つの ールドをピョンピョン び える

価格 100円
［税込］

海 を追い出し、最高のバカンスを取り戻そう

密猟者から逃げ出したカンガルー

宝や謎でいっぱいの“チキン島”

のバーニーとなり、 ジャンプを駆使

を舞台に、 島を

バスや陸地を足場に進んでいく。 障

島に隠されたアイテムと謎を見つけ

して無事にお家まで るのが目的だ。
り道にある
のジャングルは、
害物や敵から身を守るアイテムを駆

出そう。 時間内に一定ポイントを

使してゴールまでたどり着こう！

スピードX3D

レイトン

メーカー名 テヨンジャパン

ジャンル レース

発売日 2013年1月23日

と

の仮面プラス

メーカー名 レベルファイブ

価格 400円
［税込］

１ ごとに加 し、スピードの 界に挑め

発売日 2013年2月6日

SIMPLE DLシリーズ Vol.
THE 気
～ 撃! 気 場～
メーカー名 D3パブリッシャー
発売日 2013年1月30日

価格 3086円
［税込］

レイトン教授の過去を描いたエピソードをプラス

価格 300円
［税込］

発売日 2013年2月7日

メーカー名 ファン

ニット

発売日 2013年1月30日

してまだ見 世界へ

パチパラ3D デラックス 物語
～パチプロ
島の
師たち～

大 のなめこを収 して気分爽快

同じネタのお寿司を直線かつ直角
で２回以内に結んでいくパズルゲー
ム。 前作
『クルりんスッシー』から続
くストーリーモードと、 制限時間内
にたくさんお寿司を るフリーモー
ドを搭載。テンポよくお寿司を り、
お店を 盛させよう。

発売日

世界にたった１つしかない島・エス
タード島から始まる壮大な冒険を描
いた『ドラゴンクエスト 』がニンテ
ンドー3DSに登場。 ゲーム中に手に
入る“石版”をすれちがい通信で交換
できるなど、 通信機能を使った新シ
ステムに注目だ。

価格 2263円
［税込］

5

同じ“なめこブロック”を３つそろ
えて消すだけの簡単パズルゲーム。
“いちれつ収穫”や“かたまり収穫”な
どのテクニックを使えば、 高得点を
狙うことも可能だ。 友だちや家族と
楽しめる対戦のほか、 さまざまな
件のクリアを目指すモードも搭載。
ケージ

ドラゴンボールヒーローズ
アルティメットミッション
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル 3Dストップモーション アニメーション

1
3 2013年2月21日
4 2013年4月24日
2013年6月26日 価格
1 103円［税込］ 2
205円［税込］
3

ジャンル カードバトルアドベンチャー
発売日 2013年2月28日

カードで

価格 5966円
［税込］

出す、自分だけの冒険譚
デジタルキッズカードゲーム
『ドラ
ゴンボールヒーローズ』の操作をニン
テンドー3DSのタッチスクリーンで
再現。 収録カードは、“第１弾”から
“GM4弾”までの12弾分、 計900枚
以上。大ボリュームのカードで『ドラ
ゴンボール』
のバトルを楽しもう。

ケージ

メーカー名 アイレム

価格 514円
［税込］

ラン ジャンプにアクションのおもしろさを集
ダッシュとジャンプだけの簡単操
作でゴールを目指そう。 逃げまわる
ネコたちをたくさん まえれば、
スピードで駆け抜けることが可能だ。
ゴールタイムのランクに応じて手に
入るメダルを集めれば、 さまざまな
アイテムをアンロックできる。
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寿司と寿司をつないでたくさん握ろう

メーカー名 任天堂

価格 3024円
［税込］

プレイヤー同士で石版を

発売日 2013年2月28日

ひつ のショーン3D
1 ／ 2 ／ 3 ／
4 ／ 5

ドラゴンクエスト
エデンの戦士たち

拠を集めて彼 の浮気を いて
いく、 ガサイレ修 場ゲーム。 彼
の部屋を探索して浮気の 拠を十分
に集めたら、 シラを切る彼 に 拠
を突きつけて
を 明するのだ。
タイプもストーリーも異なる４人の
彼 の浮気を いていこう。

eakvox ミュウミュウトレイン

価格 410円
［税込］

『レイトン教授と
の仮面』
にアニ
メーションやエピソードを加えたダ
ウンロード専売タイトル。 多湖輝教
授 修の完全新作のナゾやアニメー
ションシーンも収録され、 遊びごた
えアップ。 セーブデータ数の追加な
ど遊びやすさにも
が加えられた。

ジャンル RPG

メーカー名 サクセス

ジャンル パズル

ジャンル

メーカー名 スクウェア・エニックス

ADV

の 気を調べて暴くアドベンチャーゲーム

ジャンル ラン ジャンプ

りパズル
発売日 2013年2月13日

得すれば秘密のステージに！

おさわり探偵 なめこ大

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル ナゾトキ ファンタジーアドベンチャー

トンネル内を高速で駆け抜けるレ
ースゲーム。 コースで待ち受ける障
害物はもちろん、 見えなくなるコー
スラインや重力の変化など、 多彩な
ギミックを突破しよう。 モーション
センサーを使用してプレイすれば仮
想世界へのダイブ感覚も味わえる。

ジャンル

にかくでスッシー

拠したパイレーツ

たちと戦うアクションシューティン
グ。簡単操作で敵を撃ちまくりつつ、

ジャンル パチンコ アドベンチャー
発売日 2013年2月7日

価格 6090円
［税込］

場所を選ばず
『 Rデラックス海物語』
が遊べる
パチンコ
『 CRデラックス海物語』
がいつでもどこでも楽しめる。 デラ
ックスフラッシュやクジラッキーボ
ーナスが搭載されているほか、 演出
鑑賞モードではプレミアム演出を存
分に 能可能だ。 ストーリーモード
やレトロゲーム集も見逃せない。

©2012 Gamelion Studios/Teyon Japan
会社 ©2013 D3 PUBLISHER © 2013 FUN UNIT / O-TWO / peakvox All Rights Reserved
©2011-2013 LEVEL-5 Inc. JASRAC
0012146JRCL © 2013 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ARTEPIAZZA/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©SANYOBUSSAN CO., LTD.
©2012 IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.

3DScat_data_QR1_58-83_2013.indd 58-59

いたずら つじが き起こす楽しい牧場生活
いたずら好きなひつじ・ショーンと
彼の仲間たちが、 かな牧場で 快
な大 動を巻き起こすアニメーショ
ン
『ひつじのショーン3D』
をニンテン
ドー3DSで楽しもう。 第１巻から第
５巻までの５作発売されており、
巻３話ずつ全15話を収録している。
©2013 Gamelion Studios/Teyon Japan
会社 © ARC SYSTEM WORKS © and TM Aardman Animations Ltd 2012 © 2013 Nintendo ニンテンドー3DSのロゴ･ニンテンドー3DSは任天堂の商
標です。 ©2013 Phenomedia. Licensed to and published by Teyon. © SUCCESS / Beeworks All rights reserved. ©バードスタジオ/集英社･フジテレビ･東映アニメーション ©BANDAI ©BANDAI
NAMCO Entertainment Inc.
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レイトン

と超

Aの

メーカー名 レベルファイブ

ジャンル ナゾトキ ファンタジーアドベンチャー
発売日 2013年2月28日

メーカー名 ポイソフト

メーカー名 メディアファイブ

ジャンル

ジャンル

のゲーム
発売日 2013年3月6日

価格 5143円
［税込］

今回のテーマは
“ナゾトキ”
×世界旅行
多湖輝教授

壁を叩いて、大 を出して、ストレス発 だ

修による“ナゾトキ”

うるさい

レイトン教授の出生にまつわるナゾ

よう。 ストレス玉が出ていないとき

SIMPLE DLシリーズ Vol.8
THE 気
～ 気の
～
メーカー名 D3パブリッシャー

メーカー名 レベルファイブ

ジャンル

ジャンル

ADV

価格 300円
［税込］

の部屋にガサイレせよ

ARC STYLE: ハッピーオーシャン
メーカー名 アークシステムワークス

りシミュレーション
発売日 2013年3月6日 価格 510円
［税込］

ジャンル

とのコミュニケーションで癒しの とときを

発売日 2013年3月6日

メーカー名 テヨンジャパン

大 の街に自分だけの 密 地が作れる！
2011年11月発売の『 A TO 3D 』
には未収録だったマップ・大 を舞台
に、 自分の秘密基地を作ろう。
なチュートリアルでシリーズ初心者
でも遊びやすいだけでなく、 大 に
ちなんだヒーローや怪人が登場する
のも見どころだ。
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恐 を育てて仲良くなる最高の体験を味わおう

ミクロの世界で戦う歴史の 人となれ！

ローラのさんすうでんしゃ

発売日 2013年3月14日

価格 7344円
［税込］

アニメーションカットインを 用した 力の戦
作品の枠を超えて人気ロボットた
ちが登場する
『スーパーロボット大戦』
シリーズ。今回は全16作品の豪華な
ラインナップ！『機神
デモンベ
イン』や『 電 戦機バーチャロン シ
リーズ フェイ・イェン
』など、シ
リーズ初 戦は８作品にものぼる。

発売日 2013年3月20日

価格 2916円
［税込］

ルイージがマンションを ってオバケ
ちょっ り 病なルイージが主人
公のアクションアドベンチャー。 オ
バケを吸い込む
機“オバキューム”
を手に持ち、
化したオバケたち
がイタズラし放題のオバ
を調
しよう。 今回もさまざまなマンショ
ンが登場するぞ。

3D スーパーハングオン
メーカー名 セガゲームス

価格 400円
［税込］

数を楽しく学ぶ旅に出かけよう
３〜８歳の子どもを対 に、足し
算や引き算といった算数の基 が学
べる知育ゲーム。全19種類のミニゲ
ームをプレイして楽しく算数が勉強
できるだけでなく、 プレイする子ど
ものレベルに合わせて難易度を３段
階設定することができる。

Castlevania
- Lords of Shadow -

ジャンル シミュレーションRPG

ジャンル アクションアドベンチャー

第 次世界大戦中、 突如体が小さ
くなってしまった戦車部隊の一員と
なり、 たちと白熱のバトルを繰り
広げよう。 元の姿に戻るため、 小さ
な戦車の車体や砲 などをカスタマ
イズして、 戦地を切り拓くのだ。 最
大４人でのマルチプレイにも対応！

育
発売日 2013年3月19日

つのモードで、 オシャレや

ダンスに挑戦しよう。

メーカー名 任天堂

価格 823円
［税込］

太古の昔に絶滅した恐竜を、 自分
のペットとして育成できるシミュレ
ーションゲーム。 恐竜にエサをあげ
たり、 カラダを洗ってあげたりと、
遊びながら仲 くなっていこう。 一
緒にパズルや間違い探しなどのミニ
ゲームにチャレンジ可能だ。

©2013 LEVEL-5 Inc. ©2013 D3 PUBLISHER © ARC SYSTEM WORKS ©ASTEC 21 / ©2013 HAMSTER Co. ©POISOFT ©2013 LEVEL-5 Inc. ©2013 Millennium Kitchen ©2013
Selectsoft Publishing. Licensed to and published by Teyon. ©サンライズ･バン イビジュアル･バン イチャン ル ©XEBEC･
©XEBEC/FAFNER PROJECT ©SEGA/AUTOMUSS/
Crypton Future Media, Inc. CHARACTER DESIGN KATOKI HAJIME ©創 ･サンライズ ©
ろ ©B･P･W/ ーロー ン製作委員会･テレビ東京 ©藤原 ／ ンクー
製作委員会
©2006 モン イン製作委員会 ©2008
･下
裕･
／ GONZO／ラインバレル ート ーズ ©2009 2011 ビックウエスト／
クロスF製作委員会

3DScat_data_QR1_58-83_2013.indd 60-61

メーカー名 レベルファイブ

ジャンル サバイバル パニックアクション

メーカー名 D3パブリッシャー

価格 500円
［税込］

を含む

ルイージマンション2

ジャンル

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

価格 514円
［税込］

TEST対策編』では得点力

けら戦車

スーパーロボット大戦UX

メーカー名 ハムスター

デコ”を搭載。オリジナルストーリー

ショーでのリズムゲームが楽しめる。
コーデの作成には新システム“マイ☆

アップの対策が行える。

東京郊外の で、 巨大怪獣が出現
する
レトロな生活を体験。
怪獣が来るのに人々は 通に生活し
ている、 そんな
の特撮番組のよ
うな世界観を味わえる。 怪獣だけで
なく、 めんこ収集や自 団ヒーロー
ごっこなど懐かしい遊びが楽しめる。

発売日 2013年3月13日

なコツが収録されている。 一方の

『 TOE C

ジャンル 育成シミュレーション

自分の個性でデコレーションして

作るコーデと、 迫力満点なプリズム

は、 大声を出して気分をスッキリさ

き うりゅうペット3D

作ったコーデに着 えて、プリズムショーに 加

緒に英語を勉強できる学習ソフト。

『 Englis 上達のコツ 理 編』は、タ
イトルのとおり英語力の向上に必要

発売日 2013年3月19日

ケージ

価格 6459円
［税込］

ガイドキャラクターのナナミと一

巨大怪獣が出 するヒーロー番 の世界を体験

不思議な魚たちの暮らしを見守っ
たり、 ジャイロセンサーを使って海
の中を ぐ魚を鑑賞したりと、 気ま
まなアクアライフを楽しもう。 魚た
ちはどれも個性的で、 仲 くなると
みごとの相 などが発生、 それを
解決すると多くの魚と出会えるぞ。

AZITO 3D Osaka

語上 のコツを楽しく につけよう

日

彼 の部屋を探索して浮気を く
修 場アドベンチャーゲーム。 十分
な 拠が集まったら修 場モードに
突入し、 シラを切る彼 に 拠を叩
きつけよう。 金 のある 候、 ヴ
ィジュアル系バンドマンなど、 ４人
の浮気彼 とのシナリオを収録！

発売日 2013年3月20日

た。隣人が 音を出すと出現する“ス
トレス玉”を し、ストレスを発散し

が出る
体験シミュレーター
発売日 2013年3月13日 価格 823円
［税込］

プリティーリズム
マイ☆デコレインボーウエディング
ジャンル コーデ リズムゲーム

価格 2800円［税込］

せるのもオススメ。

怪獣が出る

S

メーカー名 タカラトミーアーツ

むマンション“パ

ーカッション”に引っ越してきたあな

え、ミニゲームも盛りだくさん。

ジャンル シミュレーション

人が

が楽しめる
『レイトン』シリーズ。 今

が解明される壮大なストーリーに加

気を暴くため、

学習
発売日 2013年3月19日

価格 300円
［税込］

作では世界をまたにかけた大冒険と、
古代 明のナゾが待ち受けている。

発売日 2013年3月6日

マル合!3D ナナミと に学 ! English
のコツ
編／TOEIC TEST対 編

マンションパーカッション

ジャンル レース

発売日 2013年3月27日

価格 617円
［税込］

超高 レースの興奮がニンテンドー3DSで復活！
人気レースゲーム
『スーパーハング
オン』が3D立体視に対応して登場。
ターボ搭載のスーパーバイクで、 全
世界４つのコースを駆け抜けよう。
ジャイロセンサーを使ってプレイす
れば、 プレイに合わせてゲーム画面
までもがハングオン！

命の魔

メーカー名 KONAMI

ジャンル アクション

発売日 2013年3月20日

価格 5122円
［税込］

2Dの探索型スクロールアクションに原点回
2010年に発売された3Dアクショ
ンゲーム
『 Castle ania - ords o
S ado - 』の25年後を描いた作品。
主人公のトレバー・ベルモンドとなり、
ステージを探索してドラキュラの討
伐を目指そう。 シリーズで人気の歴
代キャラクターたちも多数登場する。
©2010 井 ／ イ ミック
・ ジンカイ ー製作委員会 ©2013 media5 corporation TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service
（ETS）
. This product is not endorsed
or approved by ETS. ©2013 media5 corporation ©2013 LEVEL-5 Inc. / ©2013 KI/comcept ©2013 BeiZ ©Konami Digital Entertainment Developed by MercurySteam © T-ARTS / syn
Sophia © T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PRD製作委員会 ©2013 Nintendo ©SEGA
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キッパーのえいご
Flo y'sPhonics
vol.1 キッパー編／vol.2 ビフ編／vol.3 チップ編

ダムレイ
メーカー名 レベルファイブ

メーカー名 I インスティテュート

ジャンル

ジャンル

サスペンス アドベンチャー
発売日 2013年3月27日 価格 823円
［税込］

野一

学習
発売日 2013年4月4日

子武 が手掛けるホラーサスペンス

.

ー

SIMPLE DLシリーズ Vol.11
THE 気
～家政 が見た 気 場～

ピックス3D
メーカー名 テヨンジャパン

ジャンル パズル

発売日 2013年4月17日

価格 4104円
［税込］
.

メーカー名 D3パブリッシャー
ジャンル
価格 400円
［税込］

レトロなピク ルアートが 力のパズルゲーム

.3

プレイヤーは記憶をなくした主人

公となり、 謎の宇宙船内で真実を求

もとに戻していくパズルゲーム。 食

ないため、 記憶のない主人公とリン

のピクセルアートパズルに挑戦だ。

した、子ども向けの英語学習ソフト。
英語を見て、聞いて、話して、書く、
基 を身につけるためのアクティビ
ティが収録されている。 保護者向け
の学習管理機能もあり、 親子で一緒
に取り組むことも可能だ。

メーカー名 D3パブリッシャー
価格 500円
［税込］

今度の舞台はテレビ 。密 の空間から脱出せよ

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル アクション

発売日 2013年4月17日

すべて8

メーカー名 D3パブリッシャー
発売日 2013年4月3日

発売日 2013年4月10日

テイストでレトロな 力がたくさん

場がパ ーアップ

荒野が舞台のハードなアニマルライフ

拠を集めて彼 の浮気を く、
ガサイレ修 場アドベンチャー『浮気
彼 』
シリーズの第３弾。今作ではス
イーツ男子や 流アイドル、 カメラ
マンなど４人の浮気彼 が登場する
ほか、 自分と彼 、 浮気相手の３人
での修 場もアリ。

メーカー名 アークシステムワークス
発売日 2013年4月3日

価格 510円
［税込］

“へ ”
なコンピュータと

©2013 LEVEL-5 Inc. ©2013 INTENSE ©2013 D3 PUBLISHER
Ltd. / ©2013 HAMSTER Co.

3DScat_data_QR1_58-83_2013.indd 62-63

©2013 D3 PUBLISHER

き 脱出ゲーム

価格 700円
［税込］

を舞台に、命がけの脱出ゲームがスタート

面のマスに線を引いて、 １つの
大きな輪っかを作り出すニコリオリ
ジナルパズル“ヤジリン”を50問収録。
『ニコリの数独3D 第 集』とは異な
る問題が楽しめる。 一筆書きの要領
で進めていく、 独特の感覚を味わっ
てみよう。
© ARC SYSTEM WORKS

価格 4937円
［税込］

© IE Institute Co., Ltd.

©2012 Nintendo

©2013 NIKOLI Co.,

アートオブバランス タッチ!
ジャンル バランスパズル

発売日 2013年4月24日

価格 510円
［税込］

バランスが大事な新感 のアクションパズル

オシャレでかわいい子犬と遊べる
ペット育成シミュレーション。『 -街
編- 』ではライオンやパンダ、 シマウ
マといった動物も登場する。 さらに
ヘラクレスオオカブトやピラルクな
ど、 さまざまなコレクションアイテ
ムを集めることも可能だ。

っ りトモダチコミュニケーション
発売日 2013年4月18日 価格 2916円
［税込］

価格 514円
［税込］

『 T E 密 からの脱出』シリーズか
ら新たな脱出ゲームが誕生。 酒屋
のトイレや走りつづけなければ爆発
してしまうクルマなど、 日常生活に
あるものが危険な脱出ゲームの舞台
に早変わり！ ５つの密 、すべてか
ら無事に脱出しよう。

メーカー名 アークシステムワークス

メーカー名 任天堂

オリジナルパズル
“ヤジリン”
を遊 う

対戦

編-

ジャンル

発売日 2013年4月17日

の力を抜いて遊べる
ゲーム。
コンピュータの強さは３段階あるが、
最弱は“どへぼ”、 最強は“ふつう”と、
ゆるい雰囲気が特徴だ。 対 中に応
やうんちくを飛ばす観戦者がいる
など、 ほかの
ゲームとは異なる
大 感を楽しもう。

!-

トモダチコレクション 新生

メーカー名 ハムスター

ジャンル パズル

ジャンル

と

動物いっぱいの街でたっ り癒されよう

主人公・ジローが繰り広げる爽快ア
クションと、 フィールドに武器を設
置して敵を迎撃するタワーディフェ
ンス、 ２つの要素を せ持つ作品。
すれちがい通信でほかのプレイヤー
とマップ情報を交換したりと、 情報
を集めて作戦を組み立てよう。

ニコリのパズル ヤジリン

度へ

62

発売日 2013年4月18日

拠を

たちを打ち倒そう。

発売日 2013年4月24日

ジャンル ペット育成コミュニケーション

価格 2057円
［税込］

の部屋を探索して浮気の

見つけたら、 シリーズ最強の浮気彼

メーカー名 D3パブリッシャー

メーカー名 エム・ティー・オー

ジャンル アクションタワーディフェンス

価格 300円
［税込］

彼

ジャンル 探索

価格 400円
［税込］

オシャレでかわいい

メーカー名 任天堂

ADV

気 手も えて

の

で浮気を否定するイケ

メンシェフや、
で職人 の仕立
屋などのキャラクターが登場する。

メデューサにより石に変えられて
しまった魔女と勇者を操作し、 敵を
倒して進んでいくアクションゲーム。
レトロな8Bitテイストのイラストや
サウンド、 シンプルなゲームシステ
ムが特徴だ。 大量の敵をまとめて倒
す爽快感も味わえる。

ザ ローリング ウエスタン最

』シリーズ第４弾となる今

作は、 ドヤ

SIMPLE DLシリーズ Vol.12
THE 脱出ゲーム ～ 険な5つの密 ～

魔女と勇者

空間からの脱出を試みる謎解
きアドベンチャー『密 からの脱出』
シリーズ。 バラエティ番組のアシス
タントを める主人公が、 収録の
収作業を えてスタジオを出ようと
すると、ドアが開かず ……。テレビ
を舞台にした脱出 が始まる！

ジャンル

『浮気彼

をパズルにできる機能も搭載！

イギリスの 学生と同じ方法で本物の 語を学習
イギリスで人気の教材をゲームに

SIMPLE DLシリーズ Vol.10 THE
気
～クリスマス
のお らせ～

の立場で 気を暴くシナリオも収録

自分でデザインしたピクセルアート

SIMPLE DLシリーズ Vol.9
THE 密 からの脱出 ～テレビ 密着24時編～
発売日 2013年4月3日

価格 300円
［税込］

べ物や化学、 建物など、 幅広いカテ
ゴリーに分かれた1000ステージも

クするかのように、 ひとつひとつ手
探りでゲームを進めていく。

家

ADV

々になった3Dピクセルアートを

めて行動していく。 チュートリアル
や操作説明といった 内がいっさい

ジャンル 脱出 ADV

発売日 2013年4月24日

そっくりな友だちと気ままにコミュニケーション
自分や家族にそっくりなキャラク
ター“Mii”とのコミュニケーションを
楽しもう。友だちと仲 くなったり、
ケンカをしたり、 ときには に ん
だり ……。 ニンテンドーDS版の楽
しさはそのままに、 イベントや 設
が豊富に用意されているぞ。

すべてのブロックを積み上げてい
くのが目 の、 バランスをテーマに
したパズルゲーム。 多彩なブロック
と想像力を刺激する全200面がプレ
イヤーを待ち受ける！ 危ういブロッ
クの挙動にハラハラドキドキしなが
らステージクリアを目指そう。

たまご大冒険
メーカー名 トムクリエイト

ジャンル 横スクロールアクション
発売日 2013年4月24日

価格 400円
［税込］

ゴールを目指して 気なたまごが大冒険！
主人公のたまごを操作して、 さま
ざまなステージを駆け抜けていく横
スクロールアクション。 ダッシュと
ジャンプだけの簡単操作で敵を避け
て進もう。 加速してスピードを上げ
た
で かにぶつかると割れてし
まう“たまごらしさ”にも注目だ。

©2013 Gamelion Studios/Teyon Japan
会社 © RSF © Flyhigh Works © CIRCLE Ent.
©2013 MTO Inc. ©2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Petz, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or in other countries.
©2013 Nintendo ©2013 D3 PUBLISHER © D3 PUBLISHER © INTENSE © Shin'en Multimedia GmbH 2013 Published in Japan by ARC SYSTEM WORKS ©TOM CREATE 2013
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ケージ

Starry☆Sky～in S ring～3D
メーカー名 アスガルド

ジャンル アドベンチャー

発売日 2013年4月25日

3D ソニック ザ
メーカー名 セガゲームス

ジャンル アクション

価格 4093円
［税込］

発売日 2013年5月15日

風とともに なじみたちの運命が り出す！
『 Starr ☆S

ぐるみに命を

を、 分かりやすく図解した“スター・

ほか、 ゲーム途中のセーブやステー

人公が経営するケーキ屋さんの

し、迫力が大幅アップ！ 新たなアク
ション“スピンダッシュ”が加わった

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント
価格 5637円
［税込］

する視点が導く１つの真実

発売日 2013年5月22日

コナンたちが
合わせた場所
で爆破事件が発生！ 一行は脱出不能
となり、 コナン１人では解決の難し
い危機的
に。 ザッピングシステ
ムでさまざまなキャラクターの視点
を切り替えながら行動し、 力を合わ
せて最強の
者集団に立ち向かえ！

コロケス
メーカー名 アークシステムワークス

発売日 2013年5月29日

発売日 2013年5月8日

価格 510円
［税込］

サイコロを使ったパズルが生み出す爽快感が 力

発売日 2013年5月23日

スイートランデブー さるっぱ
南電機
アクションパズル
発売日 2013年5月8日 価格 600円
［税込］

メーカー名
ジャンル

パズルを解いてハートを けよう
ステージに散らばっているハート
を集めながらゴールを目指す、 思
型のパズルゲーム。 十字ボタンとA
ボタンだけで操作でき、 誰でも手軽
に遊べるのが特徴だ。 ステージに隠
されたバナナを探すことで、 秘密の
ステージが楽しめるおまけ要素も。

発売日 2013年5月23日

働者を って資金を稼いだり、
兵隊を って戦争の指 をとるリア
ルタイムストラテジー。 ときには自
身が神となって味方キャラクターを
回復したり、 敵キャラクターに雷を
落としたりと、 ステージごとに異な
る勝利 件を目指していく。

メーカー名 シルバースタージャパン

ジャンル 戦車アクションシューティング
発売日 2013年6月5日

キューピッドの で魔物をときめかせよう
プレイヤーがキューピッドとなり、
敵のハートを射抜いて敵同士をとき
めかせて倒す、 一風変わったアクシ
ョンゲーム。 放った は敵をキュン
とさせるだけでなく、 地面に当たる
とトランポリンが出現、 これを使っ
たジャンプも攻略のカギとなる。

価格 500円
［税込］

近未来 備盛りだくさんの

戦車バトル！

3D立体戦車でのバトルが楽しめる
『タッチバトル戦車3D』
の第２弾。タ
イプの異なる２種類の自機を操作し、
敵戦車を撃破しよう。 敵の新型戦車
にはレーザー光線やドリルなどの装
備に加え、 ホバーやステルス機能も
搭載されている。激闘必 だ！

キラ メキ おしゃれサロン!
～わたしのしごと 美容師さん～

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル おみせやさんごっこ

リアルタイムで 開する三つ の戦いが を待つ

タッチバトル戦車3D-2

アクション
発売日 2013年5月29日 価格 510円
［税込］

たまごっちの
ドキドキ☆ドリームおみせっち

価格 820円
［税込］

数々のゲーム機に移植されている
『獣王記』
がニンテンドー3DSに登場！
脅威のパワーを持つ獣人に変身し、
巨大なモンスターと戦おう。 新モー
ド“きまぐれ変身”が追加されている
ほか、 ローカルプレイによる２人同
時プレイにも対応だ。

悪魔を会話で仲間に引き入れ、 育
成できるのが特徴のRPG。スキルを
覚えさせたり、“悪魔合体”で新しい
悪魔を誕生させ、 最強パーティを作
ろう。 マルチシナリオ＆マルチエン
ディングで描かれる、 神と悪魔の壮
大な戦いにも注目だ。

メーカー名 ソニックパワード

ジャンル おしごと体験ゲーム

価格 5122円
［税込］

発売日 2013年5月30日

今回の
『おみせっち』
は新しい要素がたっ り
“おみせやさんごっこ”が楽しめる
『おみせっち』シリーズの作品。 ショ
コラティエや宇宙飛行士、 アイドル
など、 人気のお仕事を体験しよう。
資格を取ってお店でできることを増
やしたり、 自由に自分だけの街を作
ることも可能だ。

©honeybee © 山
/小学館･
テレビ･TMS 1996 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. © ARC SYSTEM WORKS ©2013 MECHANIC ARMS
©SEGA ©2013 H rberg Productions ©Flyhigh Works ©CIRCLE Ent. ©Index Corporation 1992,2012 Produced by ATLUS
©BANDAI･WiZ/TV TOKYO･2012Teamたま っちTV ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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話 の変 アクションが3Dになってよみがえる！

メーカー名 アークシステムワークス

作から10年ぶりのナンバリングタイトル

サイコロを押す、 引く、 回すなど
の行動で動かし、 同じ目と目の面を
合わせてサイコロを消していくアク
ションパズル。 決められた手数です
べてのサイコロを消すパズルモード
や、 ３分間でハイスコアを狙うトラ
イアルモードなどが楽しめる。

SOLDIERS 3D

発売日 2013年6月5日

ジャンル ステージクリア

価格 3218円
［税込］

が入り乱れる領土戦が楽しめる。

メーカー名 アークシステムワークス

どぎめぎインリョクちゃん

メーカー名 アトラス

が同時に争うため、 大量のユニット

ジャンル リアルタイムストラテジー

価格 617円
［税込］

ガンマンのクライブを操作し、 さ
らわれてしまった“いとしのアイツ”
を助けにいこう。 部 をイメージ
したシチュエーションや、 現実では
ありえないギミックがプレイヤーを
待ち受けている。 反射神経を駆使し
てクリアを目指そう。

ジャンル RPG

く変化していく。 ４人のプレイヤー

SWORDS

メーカー名 セガゲームス

真 女神転生

形に配置したキューブがさまざまな
効果を生み、 バトルステージが大き

通じて、たっ りと触れ合おう。

ジャンル 横スクロールアクション

ガンを 手に、敵もギミックも撃ち抜け

して争う、 新感覚の戦略ゲーム。 地

業

3D 獣王

価格 200円
［税込］

不思議な浮遊体“キューブ”を駆使

き込んで一緒に生活

員としても働いてくれる。 お仕事を

しい。

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル ガンマンアクション

キューブを使ったバトルが き起こすおもしろさ

を楽しもう。 ぬいぐるみたちは動い
たり話したりできるだけでなく、 主

ジセレクト機能も搭載され、 遊びや

ガンマンストーリー

価格 823円
［税込］

魔法が使える主人公となり、 ぬい

ザ・ヘッジホッグ』が3D立体視に対応

ジャンル ザッピングアドベンチャー

ジャンル アクションパズル

発売日 2013年6月5日

ドー3DSで立体的に表現したことで、

すくなった点も

ニット

ジャンル キューブオフェンス

いぐるみと楽しむケーキ屋さんのお仕事体験

ソニックのデビュー作
『ソニック・

たおまけ要素も見逃せない。

64

さんおしごと体験ゲーム
発売日 2013年5月23日 価格 5184円
［税込］

ソニックのデビュー作が3D化されて登場！

ナビ”モードを搭載するなど、充実し

推理×ザッピング

メーカー名 ファン

ジャンル ケーキ

価格 617円
［税込］

』の世界をニンテン

名探偵コナン マリオネット

eakvox CUBE タクティクス

メーカー名 カルチャーブレーンエクセル

物語への 入感が大幅にアップ！ 物
語中にキャラクターたちが語る星

発売日 2013年4月25日

ケージ

いぐるみのケーキ屋さん
～魔法のパティシエール～

ッジ ッグ

ャラクター

イン

価格 2980円
［税込］

お仕事体験で、目指せカリスマ美容師
街のヘアサロンで働く見習い美容
師となって、 優しい先輩にシャンプ
ーやカットのコツを教えてもらいな
がら仕事を覚えよう。 お客さんの注
どおりにヘアスタイルを完成させ
るだけでなく、 を上げればカラー
リングやメイクにも挑戦できるぞ！
©Culture Brain EXCEL ©SEGA © ARC SYSTEM WORKS
©Romino ©CIRCLE Ent. ©SilverStarJapan

©2013 Sonic Powered Co.,Ltd.

© 2013 FUN UNIT / O-TWO / peakvox All Rights Reserved
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SIMPLE DLシリーズ Vol.13
THE タクシー
カリスマ運転
メーカー名 D3パブリッシャー

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル タクシー ドライブ シミュレーション
発売日 2013年6月12日

うが き ゃうゲーム
発売日 2013年6月20日 価格 2916円
［税込］

気軽に運転手体験ができるタクシーゲーム

ハイスピードで駆け抜けるゲキヤバアクション
走り出したら止まらない“

『R D

価格 2980円
［税込］

』
がパ ーアップして ってきた

のヨー

デジモンの食事やトイレ、

眠な

どのお世話をしながら、 一緒に異世

アップしてもらえたり、 お客さんの

仲が深まってくると、 親友のクマか

う。 メルヘンチックな世界観に反し

前作よりボリュームが２倍以上にア

パーツを

を楽しもう。 自分のことを教えてあ
げるほど、どんどん仲 くなれるぞ。

得でき

メーカー名 ジースタイル

シューティング
発売日 2013年6月12日 価格 700円
［税込］

にする連 とサウンドが楽しい

メーカー名 アガツマ エンタテインメント
発売日 2013年6月20日

『海

背』
がニンテンドー3DSに登場！

くん
のひみつ

価格 500円
［税込］

ファン必見の新モード
“メガピクロス”
を

ジャンル アクション

発売日 2013年6月20日

メーカー名 任天堂

価格 3909円
［税込］

発売日 2013年6月27日

懐かしの忍者じゃじゃ くんを見逃すな

『ドンキーコング リターンズ』
が3Dになって登場！
Wii用ソフト
『ドンキーコング リタ
ーンズ』
に新コースなどを追加した作
品。 より遊びやすくなっているニュ
ーモードの追加にも注目だ。 ドンキ
ーコングとディディーコングのダイ
ナミックなアクションを、 ニンテン
ドー3DSで楽しもう！

の

3

ケージ

3D エコー ザ ドルフィン

価格 4093円
［税込］

しのように く部活

ファミリーコンピュータ用ソフト
として発売された横スクロールアク
ション
『忍者じゃじゃ くん』
が復活！
全15ステージと５つのミニゲームで、
遊びごたえもたっ り。 さくら姫や
なまず太夫といった、 初代からのキ
ャラクターにも注目だ。

アドベンチャー

星にまつわる知 を教育する“星月
学園”を舞台に、学生たちの青 を描
いたアドベンチャーゲーム。3Dにな
って物語への 入感がアップしたほ
か、2013 年 ４ 月 に 発 売 さ れ た『 in
S ring 』とは異なるキャラクターた
ちが登場する。

オバケたちの仕掛けで漢字を楽しく 強しよう
タッチスクリーンを活かした手書
き入力で、 漢字の書き取りができる
学習ソフト。 漢字がなかなか覚えら

れなかったり、 勉強が退 に感じる
子どもでも楽しく学ぶことができる。
タイトルで小学１年生から６年生
までで習う漢字を
！

新 世界樹の迷宮 ミレニアムの少女
メーカー名 アトラス

ジャンル アクションアドベンチャー
発売日 2013年6月26日

価格 500円
［税込］

家族のためにドングリを集めるリ
スとなって、 ジャンプやロープなど
のアクションを駆使し、 ハナ やク
モなどの敵をかわしながらステージ
クリアを目指そう。 巨大なボスへの
挑戦や、 トロフィーを受賞するイベ
ントも用意されている。

ジャンル アドベンチャー

メーカー名 セガゲームス

価格 2916円
［税込］

発売日 2013年7月3日

メーカー名 アスガルド

数字をヒントにマスをぬっていく
『ピクロスｅ』シリーズ第３弾。 今作
では“メガ数字”という２ にまたが
る大きな数字が ざった“メガピクロ
ス”を搭載。通常のピクロスとは違っ
たロジックが必要となり、 上級者で
も手ごたえのある問題を楽しめる。

ドンキーコング リターンズ 3D

ジャンル 学習

Starry☆Sky～in Summer～3D

メーカー名 ハムスター

ジャンル ピクチャークロスワードパズル

メーカー名 メディアファイブ

価格 500円
［税込］

かわいいリスになって全力でドングリ集め

伸縮自在のロープを使ってゴール
を目指すラバーリングアクションが
特徴の作品。 繰り返し挑戦し、 とき
にひらめきを得ながら、 さまざまな
ルートからの攻略方法を見つけよう。
チェックポイントからの復活など遊
びやすい機能も搭載。

者 ゃ ゃ
さくら と

メーカー名 ジュピター

発売日 2013年6月26日

も搭載されている。

グレコからの 戦 ! 漢字の とオバケたち
小学1年生／小学2年生／小学3年生／
小学4年生／小学5年生／小学6年生

メーカー名 テヨンジャパン

ジャンル アクション

価格 4500円
［税込］

ップしているほか、 新しいシステム

テージも待ち受けている。

スーパーリトルリス3D

ジャンル ラバーリングアクション

界を冒険しよう。 育成可能なデジモ
ンは160体以上と、遊びごたえ十分。

て、 一部“ゲキムズ”なギミックやス

ントをしてくれることも。

襲い来る敵たちを爆発の連 で倒
していく爽快感が魅力のシューティ
ングゲーム。 ステージはゲームオー
バーになるまでずっとつづいていく
ため、自分の を試すことができる。
ハイスコアはインターネットランキ
ングへのアップも可能だ。

ピクロスe3

ションゲーム。 ジャンプなどのアク
ションで道中の障害物を越えていこ

らも料理を作ってくれたり、 プレゼ

さよなら

ジャンル

ジャンル 3DダンジョンRPG

価格 617円
［税込］

発売日 2013年6月27日

3D立体視に対 したイルカの大冒険がここに
イルカのエコーとなって大海原を
ぐアクションアドベンチャーゲー
ム。 仲間を連れ去った竜巻の謎を解
き明かすため、 氷の海や海
、
太古の海などを冒険しよう。 ゲーム
途中でのセーブ機能や無敵モードな
ど、遊びやすい機能も搭載 み。

©2013 TAMSOFT ©2013 D3 PUBLISHER © 2013 G-STYLE. All Rights Reserved. ©2013 Jupiter ピクロスは任天堂の登録商標です。 ©2010-2013 Nintendo
Entertainment Inc. ©2013 Agatsuma Entertainment Co.,ltd. © モーションバンク/スタジオ
©2013 HAMSTER Co
©SEGA Ecco the Dolphin was originally created by Ed Annunziata.
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発売日 2013年6月27日

セー”を操作し、ゴールを目指すアク

CHAIN BLASTER
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価格 300円
［税込］

と親友になり、 コミュニケーション

るといった楽しみがある。

発売日 2013年6月13日

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル 育成RPG

クシー運転手としての評判を上げて

要望を聞くと装

ジャンル アクション

発売日 2013年6月26日

おしゃべりするクマのぬいぐるみ

いくドライブシミュレーション。 売
上がいいと所長にタクシーをパワー

発売日 2013年6月12日

ジャンル ランアクション

クマとずっと一 の友だち生活を始めよう

架空の街・ 色シティを舞台に、タ

敵を一

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル しん

価格 600円
［税込］

デジモンワールド
Re:Digitize Decode

ゲキヤバランナー

クマ トモ

©BANDAI NAMCO

価格 5452円
［税込］

千年の時を超えた少女の想いが描かれる
タッチペンで地図を描きながらダ
ンジョンを攻略していくシステムや、
歯ごたえのあるバトルなどが魅力の
『世界樹の迷宮』シリーズ。 今作は人
気の要素をブラッシュアップしつつ、
シリーズの新展開として重 なスト
ーリーが展開していく。
©2013 QubicGames ©Flyhigh Works ©2013 Pixel Toys Ltd./ Teyon Japan
会社 ©honeybee ©Index Corporation 2007,2013 Produced by ATLUS
©本
し･東映アニメーション･テレビ朝日･電 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2013 media5 corporation.
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でちびロボ!

BIT.TRIP SAGA

メーカー名 任天堂

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル AR

アクション
発売日 2013年7月3日 価格 1543円
［税込］

実のモノがゲーム に

スカイランダーズ スパイロの大冒険

ジャンル リズムアクション
発売日 2013年7月10日

される R

が 力

リズムに合わせて、“はじいて”、“よけて”、“とんで”、撃て！

回りのものを撮影すると、 お手伝い

つリズムアクション。 ドットをパド

は“ノスタルジャンク”と呼ばれ博物

収録！ ゲームプレイとともに変化し

に展

して展

メーカー名 テヨンジャパン

メーカー名 D T N

ツール
発売日 2013年7月10日

3D対 のトップダウン型シューティング

大ヒットシン サイザーがパ ーアップして登場

宇宙に浮かぶ惑星を冒険し、 目の
前に立ちはだかる敵を撃破していく
シューティングゲーム。 宇宙の旅を
楽しみながら戦うストーリーモード
をはじめ、 生き残りをかけたサバイ
バルモードなど、 バラエティ豊かな
ゲームモードが楽しめる。

トリコ グルメガバトル!
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル 4

対戦アクション
発売日 2013年7月4日 価格 6151円
［税込］

うか われるかのグルメバトル、ここに開 ！

メーカー名 ジースタイル

発売日 2013年7月10日

ゾンビだらけのボウリング場で生き残れ！

アニメ
『トリコ』を題材にしたアク
ションゲーム。 メインモードではキ
ャラクターごとのオリジナルストー
リーを楽しみながら、 世界中を冒険
できる。 キャラクターを強くするた
め、130種類以上の食材を集めてフ
ルコースにセットしよう。

まめゴマ

っ ー!スイーツファーム

メーカー名 日本コロムビア

ジャンル な

しコミュニケーション
発売日 2013年7月4日 価格 5184円
［税込］

まめゴマになってスイーツに挑戦しよう
いたずら悪魔のせいでピンチにな
った王国を平 にするため、 スイー
ツでみんなを
にしよう。 とって
おきのスイーツを作るため、 で作
物を育てたりして材料を集めること
も重要だ。 途中で宝石を手に入れた
らオシャレを楽しむこともできる。

68

価格 700円
［税込］

発売日 2013年7月11日

妖怪をたくさん見つけて
“ともだち”
になろう
妖怪が暮らす街が舞台のRPG。不
思議な時計を手に入れて妖怪が見え
るようになった主人公と一緒に、 街
中を探索して隠れた妖怪を発見しよ
う。 見つけた妖怪とは“ともだち”に
なることができ、 呼び出せば悪い妖
怪とのバトルで力を してくれる。

©2013 Nintendo ©2013 Gamelion Studios/Teyon Japan
会社 ©
/集英社･フジテレビ･東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2013 San-x Co.,Ltd.All Rights
Reserved. ©2013 NIPPON COLUMBIA CO.,LTD. © 2011-2013 Gaijin Games, Inc. © 2010 2013 KORG Inc. © 2010 2013 PROCYON STUDIO CO., LTD. © 2010 2013 DETUNE Ltd.
© 2013 G-STYLE. All Rights Reserved. ©2013 LEVEL-5 Inc.
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の力を
ジの

ジャンル ゾンビ

ガンアクション
発売日 2013年7月17日 価格 510円
［税込］

使えるものはゾンビでも使い、クールに戦え

らそう

メーカー名 ライトウェイト
発売日 2013年7月18日

メーカー名 セガゲームス

ジャンル 3Dシューティング
発売日 2013年7月24日

価格 823円
［税込］

3D体感シューティングがさらに美しくなって復活
想的な宇宙空間を舞台にした
S 3Dシューティングゲーム。3D立
体視対応に加え、 グラフィックがキ
レイになって登場だ。 ５つの星を駆
け抜けて敵の要 に潜入し、 コアを
破壊しよう。 画面が上下左右に動く
ムービング 体モードも搭載！

うごくメモ
メーカー名 任天堂

価格 4500円
［税込］

お出かけのときもハムスターと一 に！

3D
ジャンル あ

発売日 2013年7月24日

W 超カスタム

る

価格 無料
（ソフト内購入あり）

3D立体視対 で、もっと遊べるメモ に

かわいいハムスターを育てられる、
ペット育成ゲーム。 リアルなハムス
ターが所 しと動き回って遊ぶ様子
を観 しながら、 楽しくお世話でき
る。 ハムスターにオシャレな衣装を
着せたり、 すれちがい通信でみんな
に自 することもできるぞ。

パラパラ 画の要領で“うごくメモ”
が作れるソフト。 ６色のペンを使い
分けてメモを描けるだけでなく、 編
集に便利なツールもあり、 消したり
塗ったりも自由だ。 ３つのレイヤー
を使い、 立体視を活かしたメモを作
ることもできる。

ジェットコースターをつくろう!3D
メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル プラモクラフトRPG
発売日 2013年7月18日

世界に変化を起

こして謎を解いていこう。

大量のゾンビをせん滅していく、
ステージクリア型のガンアクション。
ステージをクリアして 得した経験
値やお金でレベルアップや の強化
を行っていく。 武器は５種類の が
存在し、 画面上の敵を一気に倒せる
必 技もある。

ジャンル ペット育成

りて敵を倒したり、 ルイー

をいじって

3D ギャラクシーフォースⅡ

メーカー名 レベルファイブ

価格 4937円
［税込］

リーズ第４弾。 今回はルイージの
の中が舞台だ。 大量のルイージたち

ーとして育成できる。

ダンボール戦

メーカー名 レベルファイブ

ジャンル RPG

マリオとルイージが力を合わせて

冒険する
『マリオ＆ルイージRPG 』シ

フィギュアに記録されるため、 フ

ボウリングの玉を投げて、 迫り来
るゾンビを蹴散らそう。 ４つのステ
ージと３種類のルール、 特殊ボール
やギミックなど、 遊び方のバリエー
ションも豊富。3D立体視をオンにす
れば、 迫力と爽快感が増した
で
ゲームプレイが楽しめる。

妖怪ウォッチ

夢世界ならではの個性的アクションが楽しい

ィギュアを自分だけのスカイランダ

おしゃれハムスターと
いっし におでかけ

ジャンル パニック ゾンビ ボウリングゲーム

価格 4937円
［税込］

というユニットを呼び出して戦おう。
ゲーム内で得た経験値やアイテムは

ニ ン テ ン ド ー DS で 発 売 さ れ た
『 ORG M01 』の拡 版。 最大発音
数が12音から24音に増え、 より豊
かな表現ができるようになったのが
特徴だ。SDカードへのソングデータ
のセーブに加え、M D データの出力
も可能で扱いやすい。

ゾンゲリボウリング

発売日 2013年7月18日

せ、 ゲームの中に“スカイランダー”

メーカー名 アークシステムワークス

価格 3000円
［税込］

ジャンル ブラザーアクションRPG

現実のデバイスにフィギュアを乗

ゾンビズクール2

ジャンル

価格 700円
［税込］

フィギュアを使ってキャラクターに命を き め

れる点にも注目だ。

KORG M01D

マリオ ルイージRPG4
ドリームアドベンチャー
メーカー名 任天堂

価格 7199円
［税込］

ていくBGMがゲームを盛り上げてく

物を増やそう。

ジャンル シューティングアクション

発売日 2013年7月12日

ルで打ち返したり、 本格シューティ
ングが遊べたりと、 多彩なゲームを

されるので、 たくさん撮影

モンスターシューター

ジャンル アクション

レトロゲームのような雰囲気を持

ロボット“ちびロボ”がゲームの世界
に持ち っていく。 手に入れたもの

発売日 2013年7月3日

メーカー名 スクウェア・エニックス

価格 1540円
［税込］

ニンテンドー3DSのカメラで身の

ケージ

価格 4115円
［税込］

新アクション追加でロボットバトルがさらに
小型ロボット“ B ”のカスタマイ
ズと、 シンプル操作で迫力あるバト
ルが楽しめる。7000種類以上のパ
ーツを組み合わせ、 自分だけの B
を生み出そう。 キャラクターのレベ
ルを上げてスキルを修得すれば戦略
の幅が広がっていく。

ジャンル ジェットコースターシミュレーター
発売日 2013年7月24日

価格 820円
［税込］

ジ ットコースターを作り、全国に

しよう

タッチスクリーンにスケッチする
だけで、 自分が想像したジェットコ
ースターを作成できるシミュレーシ
ョンゲーム。ループやツイストなど、
コースを自由にカスタマイズできる
ほか、 ジャイロセンサーを利用した
迫力ある試乗も可能だ。

© 2013 Activision Publishing, Inc. Skylanders Spyro s Adventure, Spyro, and Activision are trademarks of Activision Publishing, Inc. All other trademarks and trade names are the properties of
their respective owners. All rights reserved. © GAME MUSEUM © ARC SYSTEM WORKS ©2013 Bergsala Lightweight Co.,Ltd. / HI CORPORATION All Rights Reserved.
© 2013 LEVEL-5 Inc. ©2013 Nintendo Developed by ALPHADREAM ©SEGA © 2013 Nintendo
© 2013 Big John Games. All Rights Reserved. Published in Japan by ARC SYSTEM WORKS
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マリオ AND ドンキーコング
ミニミニカーニバル

っ ちゃん
つくって!あそんで!

メーカー名 任天堂

ジャンル アクションパズル
発売日 2013年7月24日

ケージ

に

にタウン!!

メーカー名 日本コロムビア

ジャンル コミュニケーション

価格 1234円
［税込］

発売日 2013年7月25日

仕掛けいっぱいの3D世界でパズルを楽しもう
下画面に表

価格 5184円
［税込］

限時間以内にゴールへと導くアクシ
ョンパズル。 パズル本編のほかにミ

っ ちゃんをデコパーツで作ったり、
15種類のゲームを一緒に遊んでコミ

ステージを作って世界中のユーザー

通信を利用すれば、 友だちとほっ

ーピーアール

発売日 2013年7月24日

メーカー名 D3パブリッシャー

価格 1000円
［税込］

チャットや通話でみんなとコミュニケーション

ジャンル 探索

き 脱出ゲーム
発売日 2013年7月31日 価格 700円
［税込］

協力、

り。その果てに待つ真実をつかめ！

フレンド登録した相手とチャット
や通話ができるコミュニケーション
ツール。チャットは最大10人、通話
は最大４人同時にやり取りが可能だ。
チャットではテキストだけでなく、
かわいいスタンプや自分が描いた絵
を ることもできる。

逆転裁判5

発売日 2013年7月25日

価格 2990円
［税込］

品と推理で真 人を暴く 転劇にやみつき！

ゲーム
発売日 2013年7月31日 価格 500円
［税込］

ソリティアと

を 合させた異 作

無実の 頼人を助ける 護士とし
て、 法 バトルを繰り広げる 理ア
ドベンチャー。
に潜む“ムジュン”
を探し、 拠品を突きつけてウソや
ヒミツを いていこう。 今作では感
情に潜む“ムジュン”を見つける“ココ
ロスコープ”が初登場。

ファンタジーライフ LINK!
メーカー名 レベルファイブ

ジャンル RPG

発売日 2013年7月25日

3D

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

価格 5122円
［税込］

12の職業“ライフ”から好きなもの
を選んで暮らす
『ファンタジーライフ』
に、 オンラインマルチプレイなどを
追加したリニューアル版。 新しい大
地、 新装備や新モンスターも満載。
どこまでも広がるファンタジー世界
で、自分だけの生き方を見つけよう。

発売日 2013年8月1日

価格 4937円
［税込］

ンちゃんをコーデして、オシャレナンバー ンに
かわいい 犬たちを着せ替えて、
“おしゃれコンテスト”に 加しよう。
トップスやボトムスといった基本ア
イテムはもちろん、 子やサングラ
スなど、 犬をかわいく着 るアイ
テムがいっぱい。 オシャレな 犬の
世界チャンピオンを目指そう！

©2013 Nintendo Copyright © UPR Corporation. 2013 All Rights Reserved. © 2013 WaiS Co., Ltd. ©CAPCOM CO., LTD. 2013 ALL RIGHTS RESERVED. ©2013 LEVEL-5 Inc.
©2013 SUNHOSEKI CO.,LTD.All Rights Reserved. ©2013 NIPPON COLUMBIA CO.,LTD. ©D3 PUBLISHER ©INTENSE ©GAME FREAK inc. ©2013 MTO Inc.

3DScat_data_QR1_58-83_2013.indd 70-71

メーカー名 メディアファイブ

価格 5122円
［税込］

発売日 2013年8月7日

価格 2800円
［税込］

ゲームで楽しく検定合格を おう！

プリキュアになりきってダンスを
楽しんだり、 マナのお家のお手伝い
を体験できる、 多数のミニゲームを
収録。 洋服やキュアラビーズを集め
たり、 着替えやお部屋の 様替えを
楽しんだり、 プリキュアと一緒にプ
リを撮って遊ぼう。

秘書検定の２級と３級に必要な内
容を収録した学習ソフト。 試験科目
となる、 必要とされる資 、 職 知
、 一 知 、 マナー・接 、 技能
の対策が行える。 正答 の い問題
のみを 出した特 ができるといっ
た、得点アップを狙う工夫が満載だ。

SIMPLEシリーズ for ニンテンドー3DS
Vol.1 THE

メーカー名 D3パブリッシャー
発売日 2013年8月7日

ジャンル テーブルゲーム

価格 500円
［税込］

発売日 2013年8月8日

ソフト

価格 2160円
［税込］

初心者から上級者まで

手軽に＆本格的に白熱した対 が
楽しめる
ゲーム。 追加コンテン
ツを購入すると、2013年8月8日発
売のパッケージソフト、
『 S MP Eシ
リーズ or ニンテンドー3DS Vol.1
T E
』と同一のゲーム内容にア
ップグレードすることもできる。

発売日 2013年8月7日

S

ケージ

メーカー名 D3パブリッシャー

遊びやすさも 格もお手 な本格

ジャンル アクション

まえ

して召喚できるようになった。

ジャンル 資格学習

ドキドキ！キュンキュン！のプリキュア体験が始まる！

ジャンル テーブルゲーム

人間が登場したことで、

たモンスターをバトル中に助っ人と

マル合格! 秘書検定

の

ソフト

好みの設定でプレイできるフリー
対戦や、 件を満たしながらクリア
していくチャレンジなど、 多彩なゲ
ームモードを収録した
ゲーム。
てる を教えてくれるサポートプ
レイも搭載されており、 初心者でも
気軽に楽しむことができる。

獣電戦隊キョウリュウジャー
ゲームでガブリンチョ!!

Ⅱ

メーカー名 セガゲームス

ジャンル ペットおしゃれシミュレーション

電

しよう。

ジャンル なりきりミニゲーム
発売日 2013年8月1日

人間を仲間

すために世界を冒険していくRPG。
今作ではモンスターを まえられる

したりと、 ディズ

ドキドキ!プリキュア なりきりライフ!

3D ザ スーパー

メーカー名 エム・ティー・オー

まだ見 世界で自分だけの
“ライフ”
を見つけよう

70

ニー世界を満

トランプゲームのソリティアをプ
レイすることでパワーをため、 その
パワーでおウマさんを走らせる、 一
風変わった競馬ゲーム。 シンプルな
ルールや直感的な操作で遊べるため、
ソリティアと競馬、 どちらもよく知
らない人でも手軽に楽しめる。

おしゃれな

不思議な生き物・ 電

にし、 さらわれた大切な人を取り戻

で収穫したり、 魔法の

でオバケを退

SIMPLE DLシリーズ Vol.15
THE

メーカー名 ゲームフリーク

人間のRPG』
シリーズ３作目が登場

の世界での暮らしを楽しめ

ちと一緒に

危険な密 から生死をかけて脱出
を試みる『 T E 脱出ゲーム』の第２
弾。 今作では友だちのクルミやダイ
スケと協力して脱出するステージも
用意されている。 カラクリ忍者屋敷
や走行中の特
車など、 さまざま
な密 から無事に脱出しよう。

ジャンル ソリティア

『

価格 1000円
［税込］

るゲーム。 ドナルドダックと魚釣り
をしたり、 くまのプーさんの仲間た

ソリティ

メーカー名 カプコン

ジャンル 法廷バトル

緒に、

ちゃんの交換が可能だ。

SIMPLE DLシリーズ Vol.14
THE 脱出ゲーム ～
りの密 ～

発売日 2013年8月7日

リティ

ディズニーキャラクターたちと一

ュニケーションをとろう。 ローカル

と交換することもできる。

のRPG3

ジャンル RPG

さあ、夢と魔法の世界を体験しよう

ちゃんがゲームになって登場！ ほ

ニゲームが遊べたり、 オリジナルの

メーカー名

体験ゲーム
発売日 2013年8月1日 価格 5637円
［税込］

サン宝石の人気キャラクター・ほっ

人

メーカー名 ジニアス・ソ

ジャンル ディズニー

新しい っ ちゃんを作って、 れ合える

替えて、 おもちゃのミニマリオを制

ジャンル コミュニケーション

電

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

されるタイルを並べ

みんなのおしゃ りチャット

ディズニー マジックキャッスル
マイ ハッピー ライフ

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

価格 617円
［税込］

の戦いが3Dになって再び を開ける
現代に生きる忍“ジョー・ムサシ”と
なり、 悪の組織を壊滅させていく忍
者アクションがニンテンドー3DSで
復活！ ステージすべてが3D立体視
に対応しているほか、 ラウンドセレ
クト機能の追加で遊びやすさもパワ
ーアップしている。

ジャンル なりきりアクション
発売日 2013年8月8日

価格 5122円
［税込］

ゲームでキミも、キョウリュウチ ンジ
ニンテンドー3DSのカメラで自分
の を撮影し、 プレイヤー自身がキ
ョウリュウジャーにキョウリュウチ
ェンジして戦えるなりきりアクショ
ンゲーム。 キャラクターボイスがた
っ り収録され、 アクションパート
では仲間たちが応 してくれるぞ。

©Disney ©ABC・東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2013 Yuki Enterprise ©2013 D3 PUBLISHER ©SEGA ©2013 Genius Sonority Inc.
©2013 media5 corporation. ©2013 Yuki Enterprise ©2013 D3 PUBLISHER ©2013 テレビ朝日・東映AG・東映 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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だるめしスポーツ
メーカー名 任天堂

ジャンル ゲーム

発売日 2013年8月8日

3D ベア ナックル

りの

メーカー名 セガゲームス

アクション
価格 無料
（ソフト内購入あり）

ジャンル 格

アクション
発売日 2013年8月21日

つ！ 守る！ 野球の快感だけを集

懐かしのベルトアクションが3Dになって登場

のラインナップがあり、 試合形式で

せよう。 テンポよく進む一撃必

価格 720円
［税込］

オンラインで作品投 も 能なお絵かきソフト

熱血高校の番長・くにおくんとなり、
謎の武装集団“ 東 子連合”から平
を取り戻そう。 東 子連合と戦
う“すとーりー”のほか、 ４人で遊べ
るバトルモードや、 ボールを使って
相手を倒す“くらぶかつどう”などの
モードも搭載！
ケージ

空
エアポートヒーロー
PREMIUM

メーカー名 ソニックパワード

ジャンル 学習

発売日 2013年8月21日

価格 500円
［税込］

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル 海

ロマンRPG
発売日 2013年8月8日 価格 6151円
［税込］

自分にしかできない冒険がある

応している四 演算が異なる。 いず
れも10段階の学習ステップがあり、
ゲームを楽しみつつ計算問題を解く
練習をすることで、 自 に計算がで
きるような仕組みになっている。

主人公のルフィを操作して『 ONE
P ECE 』の世界やストーリーが追体
験できる。 バトルでは戦 に応じて
攻撃方法を選択し、 立ちはだかる強
敵たちを撃破しよう。 ボスバトル中
に発生する会話やカットインイベン
トにも注目だ。
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のほか、 ローカル通信を使った２ 〜

発売日 2013年8月21日

４人の対戦モードも楽しめる。

価格 150円
［税込］

ジャンル アドベンチャー

発売日 2013年8月29日

すべてのロボットを迷路から脱出させよう！

価格 4093円
［税込］

も葉も大人に づく一

複雑な迷路の中に配置された罠を
避けながら、 ロボットを出口まで導
くパズルゲーム。 ロボットはボタン
１つで全員が同じ方向に動き出すぞ。
しっかり作戦を立てて、 頭を使いな
がら、 すべてのロボットが脱出でき
るルートを見つけ出そう。

発売日 2013年8月22日

SIMPLE DLシリーズ Vol.16 THE 密
からの脱出 ～
なサルとファミレス編～
メーカー名 D3パブリッシャー

価格 5760円
［税込］

ジャンル 脱出 ADV

発売日 2013年9月4日

たちと ぐ絆のRPG

価格 500円
［税込］

道具を駆使し、ファミリーレストランから脱出

2012年にPla Station Portable
で発売された
『 CONCEPT ON
の
子 を産んでくれ! 』の第２作目。
愛シミュレーションとダンジョン探
索型RPGが 合したゲームシステム
が特徴。7人の女聖 たちと絆を深
めて星の子を成し、世界を救おう。

ナナミと
English

じゃいかないアドベンチャー
十 星 の特徴を持つ男性との
愛を描く
『 Starr ☆S 』シリーズ。
『 in A t mn 』
では教師である陽日直
、 星月 太郎、
との大人色
のアドベンチャーゲームが収録され
ているほか、星 を解説した“スター
ナビ”など、おまけ要素も充実。

CONCEPTIONⅡ
の きとマズルの悪夢
ジャンル RPG

ケージ

メーカー名 アスガルド

オバケと楽しく学ぶ、計 ドリル
小学校で習う算数問題を収録した
学習ソフト。 タイトルによって、 対

う。全50問のステージクリアモード

Starry☆Sky～in Autumn～3D

メーカー名 テヨンジャパン

ジャンル パズル

人の女

ワンピース ROMANCE DAWN
冒険の
け

ス目に配置された同じ数字同士を、
線が交わらないようにつなげていこ

い人にもオススメだ。

が大集合！

実在の 空会社がゲーム内に登場
し、 リアルな 空管制が楽しめるシ
ミュレーションゲーム。 覇空 に
就 している国内外の 空会社から、
計10社が登場する。さらに自衛隊機
や海上保安 機、 米軍機が登場する
点も見逃せない。

“ナンリン”の愛称で親しまれてい

るパズルゲームが3DSで登場！ マ

の機能もあり、 本格的に絵を描きた

メーカー名 スパイク・チュンソフト

メーカー名 メディアファイブ

シミュレーション パズル
発売日 2013年8月8日 価格 6480円
［税込］

ジャンル

空 を舞台に、実在の 空

の とオバケたち
／わり

同じ数字を線でつなげる 感パズルゲーム

（取り消し）機能やぼかしツールなど

いつでもどこでもイラストが描け
るお絵かきソフト。 レイヤーやスポ
イト、 不 明度など、 お絵かきに役
立つ本格的な機能が盛りだくさんだ。
ローカル通信を使い、 ２人で一緒に
同じキャンバスに描けるコミュニケ
ーション機能も搭載。

グレコからの 戦 !
かけ ／たし ／ひき

価格 514円
［税込］

写真の取り込みやスタンプツールで
気軽に遊ぶこともできる。 アンドゥ

ロボットレスキュー3D

ジャンル デジタルスケッチブック ソーシャルコミュニティ

正 の 良・くにおくんは なるステージへ進む

発売日 2013年8月28日

絵かきソフト。絵を描くだけでなく、

時プレイといった新要素も！

発売日 2013年8月21日

ジャンル パズル

タッチペンでイラストが描けるお

モ

メーカー名 アークシステムワークス

2Dアクション
発売日 2013年8月8日 価格 4620円
［税込］

価格 500円
［税込］

ードや、 ローカルプレイでの２人同

Colors! 3D

メーカー名 アークシステムワークス

ニコリのパズル ナンバーリンク
メーカー名 ハムスター

活。 平 な街を取り戻すため、 悪の
シンジケートに りの
を喰らわ

来の野球ゲームにはない

ジャンル

プラス

気軽に描くのも、じっくり描くのもアリ

ョンゲームが3D立体視に対応して復

協

き

メガドライブで発売されたアクシ

楽しみが味わえる。

く
3D

き
発売日 2013年8月21日

価格 617円
［税込］

それをプレイして楽しむアクション
ゲーム。“打つ快感”や“守る快感”など

くにおくんSP 乱

ジャンル お絵

ら“快感”が売りのゲームを購入し、

はない、

に!お絵

メーカー名 Collavier

さびれたスポーツ用品店の店主か

熱血

もっと気

さまざまな場所に じ込められ、
謎を解きながら脱出を試みるアドベ
ンチャーゲーム。 今度の舞台はファ
ミリーレストラン。 あやしいサルの
マスコットキャラクターが見つめる
なか、 ファミレスでお
みのアイ
テムを使ってお店から脱出しよう。

に学 !
のコツ

メーカー名 メディアファイブ
ジャンル

学習

発売日 2013年8月22日

価格 3300円
［税込］

癒しボイスで 語を学ぶ
ナナミ（ CV.花
）の癒しボイ
スで英語を学習できるソフト。 ネイ
ティブの音声と日本語 が流れる“聞
き流し機能”で自 と英会話が上達。
SNSサイト“ネクレボ”で全国成績ラ
ンキングを競ったり、 勉強仲間が見
つかったりして みになるかも!?

/集英社･フジテレビ･東映アニメーション ©BANDAI
©2013 media5 corporation.

©2013 Collavier Corporation. ©2013 Teyon Japan
会社 ©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
©2013 NIKOLI Co., Ltd. / ©2013 HAMSTER Co. ©honeybee ©2013 INTENSE ©2013 D3 PUBLISHER

©2013 media5 corporation.
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リトルドールプリン

ス～

編～

ジュエルマスター

メーカー名 アークシステムワークス

メーカー名 オーイズミ・アミュージオ

ジャンル クッキングアクション
発売日 2013年9月4日

長

ジャンル パズルゲーム

価格 510円
［税込］

同じ絵

て消していくパズルゲーム。 パズル

類のお料理ミニゲームが用意されて

こう。 シンプルかつ奥深いシステム

ッキングアクションゲーム。 食材を
切る、 る、 めるといった全20種

客の

発売日 2013年9月14日

高

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

発売日 2013年9月19日

価格 6151円
［税込］

巨大 を斬って、斬って、斬りまくれ！

メーカー名 コーエーテクモゲームス

シミュレーション
発売日 2013年9月19日 価格 4628円
［税込］

世の

となり、いつでもどこでも大

一！

操、
、 備といった三国
時代の 主となり、 中国大陸の統一
を目指す歴史シミュレーションゲー
ム。 初心者にもわかりやすいシステ
ムの『三
』をもとに、 者と競
える“名 チャンピオン道場”や、 新
たな陣形などが追加されている。

© ARC SYSTEM WORKS ©Funnylab ©Flyhigh Works ©CAPCOM CO., LTD. 2013 ALL RIGHTS RESERVED. ©1995-2013 コーエーテクモゲームス All rights reserved. Produced and published
in Japan by Intergrow Inc. Originally licensed by cerasus.media GmbH. ©1990-2013 コーエーテクモゲームス All rights reserved. ©
･小学館/ムシブ ョー製作委員会･テレビ東京
© 2013 COOKING MAMA Ltd. / Published by OFFICE CREATE
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意されており、遊びごたえ満点！

戦

伝説の

とサバイバルバトル!

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル バトルボールアクション
発売日 2013年10月17日

サバイバルバトルで生き残るのは だ
大人気テレビ番組
『戦闘中』が3DS
でゲーム化！ “バトルボール”を使っ
て相手を撃破するサバイバルゲーム
を体験でき、 もちろん“忍”を仲間に
できるのも番組同様。 ゲームオリジ
ナルの“忍”も登場！ ソフト１本で最
大６人まで同時対戦が可能だ。

ソニック ロストワールド

でどこでも楽しめる

3

アクション

発売日 2013年10月24日

価格 4834円
［税込］

フシギな世界で360 の

定番のボードゲームであるオセロ
を、全15段階の強さのA と対 可能
なソフト。
の保存機能や、 短時
間で決着のつく６×６マスのミニオ
セロも搭載。 また3DSと本ソフトが
１組あれば、 ２人で交 に打つこと
で友だちとの対 も楽しめる。

アクション！

青い音速ハリネズミが 横無 に
駆け る
『ソニック』シリーズが3DS
に登場！
想天外なフシギ世界をハ
イスピードで駆け抜け、最 軍団“
”から未知の大陸を救い出そう。
最大4人までの対戦プレイで家族や
友だちとも楽しめるぞ。

SIMPLE DLシリーズ Vol.18
THE

ポケットモンスター X・Y
ジャンル RPG

メーカー名 D3パブリッシャー

発売日 2013年10月12日

新たな

価格 5122円
［税込］

メーカー名 セガゲームス

価格 400円
［税込］

オ ロを

価格 4937円
［税込］

DSで発売された
『ガーデニングマ
マ』
の続編に当たるガーデニングアク
ション。全50種類におよぶお手伝い
（ミニゲーム）をクリアすると手に入
る種を育て、 収穫物を の動物たち
に渡そう。 お にもらえるアイテム
を って自分だけの庭が作れるぞ！

れぞれ100ずつ合計300ステージ用

ジャンル

発売日 2013年10月2日

発売日 2013年9月26日

お と暮らす の生活

ように動かそう。 ３つの難易度にそ

やコラム

メーカー名 D3パブリッシャー

ジャンル テーブル

メーカー名 ポケモン

価格 4629円
［税込］

思 型パズルゲーム。 ブロックを
横にスライドさせ、 同じ色が まる

『魔界王子 de ils and realist 』
を
原作としたアドベンチャー。 シナリ
オは完全オリジナルで、 雪広うたこ
先生描きおろしの新キャラクターも
登場! 物語の分岐を管理する“チャ
ートシステム”を活用し、すべての物
語の制覇を目指すのだ。

メーカー名 オフィスクリエイト

ジャンル ガーデニングアクション

ステージ上にあるいろいろな色の

ブロックを色ごとに“分け出す”純

美 な 魔とリアリストのゴシック学園ファンタジー！

常 戦陣！『ムシブギョー』がアク
ションRPGとなって出陣！ 月島
兵衛や
などの
行所の面々を
操り、 巨大 を斬りまくろう。 物語
が展開するストーリーモードに加え、
ゲームオリジナルのミッションに挑
戦するチャレンジモードも楽しめる！

ガーデニングママ
:ママと のなかまたち

ジャンル

知

SIMPLE DLシリーズ Vol.1
THE オ ロ

ハンターとしてモンスターを狩る
人気ハンティングアクション。 高
差を活かしたジャンプ攻撃で“乗り”
が狙える。 また、 新武器の操
や
チャージアックスの追加で、 狩りは
さらに進化した！ インターネットで
全国の“狩友”と協力プレイもできる。
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メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

三

する

理
アドベンチャー
発売日 2013年9月26日 価格 6151円
［税込］

歴史シミュレーションゲームの金
字 、『信長の野望』シリーズが3DS
で登場！ 今なお高い人気を る『武
風 録』
をもとに、 雄争覇モード
や史実武 編集、 通信機能などを追
加。800名の武 、10本のシナリオ
とボリュームも満点だ。

ジャンル アクションRPG

を活用した立体的なアクションでモンスターを狩れ！

道に

が追加されていく。

ジャンル

ムシブギョー

価格 6161円
［税込］

川

メーカー名 コーエーテクモゲームス

ブランチワゴンを営業するボニー
ちゃんとなって料理を作る、 あたふ
た系クッキングゲーム。 注 どおり
に食材をタッチして料理を完成させ
よう。 特定のステージをクリアする
と、ボニーちゃんとお客さんの“ゆる
〜い４コママンガ”を楽しめるぞ。

メーカー名 カプコン

・長

道の運転シミュレーションゲー

ジャンル

戦国大名になって全国

ジャンル ハンティングアクション

違う のブロックを分け出す
（ ケダス）
！

流が美しい、 岐

魔界王 devils and realist
王の秘宝

シミュレーション
発売日 2013年9月19日 価格 4628円
［税込］

モンスターハンター4

と

価格 300円
［税込］

駅を目指そう。運転成績によって、

長

ズルゲーム初心者でも楽しめる。

長の

通りに食 をタッチ

発売日 2013年10月16日

ム。 ダイヤや速度制限を守りつつ、
始発駅の美 太 駅から 着駅の

と美しい宝石、小気味よいSEで、パ

て、友だちをどんどん増やそう。

価格 500円
［税込］

ジャンル パズル

道の運転を
川

をクリアして資材を集め、 アトラン
ティスに建物を建てて発展させてい

いる。 たくさんの料理をごちそうし

発売日 2013年9月11日

風 明 な長良

の宝石を３つ以上そろえ

理を作り、 友だちを増やしていくク

メーカー名 フライハイワークス

メーカー名 フライハイワークス

運転シミュレーション
発売日 2013年9月26日 価格 6264円
［税込］

ファンタジックな宝石パズルゲーム

ブランチ☆パニック!

ワケダス

メーカー名 ソニックパワード

価格 2700円
［税込］

ドールハウスのお姫様となって料

ジャンル お料理パニックアクション

たび

ジャンル

発売日 2013年9月19日

みんなの いを えるためにレッツクッキング！

にっ ん！
編

ジャンル テーブル

発売日 2013年10月30日

のポケモンバトルを体感せよ
美しい空と の恵みにあふれた“カ
ロス地方”が舞台の
『ポケットモンス
ター』シリーズ作品。18番目のタイ
プである“フェアリータイプ”や、 メ
ガシンカによって新しい進化を遂げ
たポケモンが登場し、 ポケモンバト
ルが大きく変化しているのだ。

価格 400円
［税込］

シンプルかつ本格的に

が楽しめる

ちょっとした時間で気軽に遊べる
ソフト。 すぐに遊べるフリー対
戦モードと４段階の強さのコンピュ
ータと対 ができるレベルUPモー
ドを に、
の保存機能も搭載。
１台のニンテンドー3DSを使って友
だちとの対 を楽しむこともできる。

©2013 Sonic Powered Co.,Ltd. ©
･
うたこ／
社･
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2013 TOMCATSYSTEM ©2013 D3 PUBLISHER ©2013 MegaHouse オセロは
登録商標です。 ©2013 Pokémon. ©1995-2013 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ポケットモンスター･ポケモン･Pokémonは任天堂･クリーチャーズ･ゲームフリークの登録商標です。 ニンテンド
ー3DSのロゴ･ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。 ©Flyhigh Works ©FUJI TELEVISION ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©SEGA ©2013 Yuki Enterprise ©2013 D3 PUBLISHER
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SIMPLE DLシリーズ Vol.19
THE
メーカー名 D3パブリッシャー

ジャンル テーブル

発売日 2013年10月30日

価格 400円
［税込］

囲

発売日 2013年10月31日

価格 4093円
［税込］

十

タと対

青空

の保存や対戦機能など

SIMPLE DLシリーズ Vol.21 THE
～File.1
!
をタッチせよ!～
メーカー名 D3パブリッシャー

の３人のエピソー

ダンボール戦

発売日 2013年10月31日

価格 5122円
［税込］

バトルを超えた、ウォーズが始まる！

SIMPLE DLシリーズ Vol.22
THE 歩 ～戦場の たち～
メーカー名 D3パブリッシャー

アクション
発売日 2013年11月6日

価格 500円
［税込］

戦場を駆け る の

鑑 官の
をリアルに体験でき
る作品。 タッチペンを使って現場の
、 指 の 取、 破れた紙片の復
元などを行い、 現場から 拠品を探
し出そう。 そして専 家の鑑定や意
見を
にしながら、 たった１つの
真実のロジックを導き出すのだ！

メーカー名 アークシステムワークス

アクション

価格 720円
［税込］

みにルアーを使いこなし大物バスを り上げろ！
複雑なシステムを
しつつ奥深
さを追求したフィッシングゲーム。
美しい10のステージ、25種類のイ
ベントとトーナメントが用意されて
いるので、 釣りゲームマニアはもち
ろん初心者も楽しめるぞ。 世界記録
に挑戦し、大物を釣り上げよう！

ジャンル ガンシューティング
発売日 2013年11月6日

価格 500円
［税込］

暴な動物に立ち向かうガンシューティング
アフリカに上陸したハンターとな
り、 凶 な動物を狩る刺激的なガン
シューティング。 狩りに最適な や
スコープを選択し、 ヘッドショット
を決めて目 スコアをクリアしよう。
サバンナやジャングルなどリアルに
再現された自 も見どころ。

©2013 Yuki Enterprise ©2013 D3 PUBLISHER ©2013 TOMCAT SYSTEM ©2013 D3 PUBLISHER ©2013 Big John Games. Published in Japan by ARC SYSTEM WORKS ©honeybee
©2013 LEVEL-5 Inc. ©2013 TAMSOFT ©2013 D3 PUBLISHER ©2013 Masti , LLC. /Teyon Japan
会社 All rights reserved.
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ションの導入で、 ストーリーやイベ
ントがよりドラマチックに進化！

マイティー スイッチ フォース!
メーカー名 オーイズミ・アミュージオ

生体験ゲーム
発売日 2013年11月7日 価格 5378円
［税込］

ジャンル 横スクロールパズルアクション
発売日 2013年11月13日

キャラペットとおしゃべりコミュニケーション

価格 500円
［税込］

プラネットランドの

かわいいペットたちが通う小学校
の先生になって学園生活を満 でき
る、 育成＆コミュニケーションゲー
ム。 ペットに勉強を教えて信頼を深
めつつ 業まで導こう。 作れるペッ
トの種類は2000パターン以上。 自
分だけのペットを作って愛でよう！

たまごっち!
せーしゅんのドリームスクール

脱走したスペース・フーリガンを
すべく人工頭 平 主 者パトリ
シアが 闘する、 お色気満点の横ス
クロールパズルアクション。 次元ス
イッチを切り替えてブロックを出し
たり消したりしながら、 定められた
目的を達成していこう。

メーカー名 フリュー

ジャンル おみせやさんごっこ

価格 5122円
［税込］

発売日 2013年11月14日

価格 4834円
［税込］

ジュエルペットと一 にオリジナルカフ を作ろう！

“たまとも”100人と学園生活を満
できる20種類のミニゲーム集。ア
ニメの舞台“ドリームスクール”のド
リームクラスとゲーム独自の部活動
“たま部”でレッスンを楽しもう。 た
まごっちとツーショット写真を撮っ
てデコれるのも魅力の１つ。

バンダイナムコゲームスPRESENTS
Jレジェンド 伝

ケージ

アニメ
『ジュエルペット ハッピネ
ス』原作のお店屋さんごっこゲーム。
ミニゲームでGETしたポイントでテ
ーブルや椅子を買ってカフェを作ろ
う。 ジュエルペットをコーディネイ
トしてファッションショーをしたり、
植物を育てたりすることもできる。

のアマゾネス

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル

ジャンル

ゲーム
発売日 2013年11月7日

を守れ！

ジュエルペット
カフェで魔法のクッキング!

たまごっち100人とせーしゅんの学園生活を ろう！

新米兵士となって30種類のミッシ
ョンを生き抜くミリタリー アクショ
ン。 多彩な武器とアイテムを駆使し
ジャングルや市街地、 原などの難
所を乗り越えていこう。 上官が勝手
に付けた、理不 かつ素 らしい“あ
だ名”で戦場を駆け れ！

メーカー名 テヨンジャパン

ジャンル スポーツ フィッシング

ケージ

ジャンル ペット育成

発売日 2013年11月7日

アウトドアズ アンリーシュド
アフリカ3D

ビッグバス アーケード

に奥深く快適に。 ボイスとアニメー

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

価格 600円
［税込］

を倒

う単語を、 音声や絵で学べるぞ。 お
104匹のオバケ探しゲームも収録！

ジャンル ドリームレッスン

！

自由度の高いシステムはそのままに、
戦車やバイクのカスタマイズはさら

まけ要素として、 子どもたちが喜ぶ

TVアニメで活躍した機体も大量追
加され、 リアルタイムストラテジー
要素などシステム面でも進化を遂げ
た『ダンボール戦機』
。 世界を した
ジオラマ“セカンドワールド”を舞台
に、 B を駆使した世界戦争のシミ
ュレーションが繰り広げられる。

のディーヴァ
戦車やバイクに乗って賞金

す
『メタルマックス』シリーズ作品。

メーカー名 カルチャーブレーンエクセル

ジャンル プラモクラフトSRPG

明の破滅した近未来に

! 』シリーズの

第３弾となる、 英単語学習ゲーム。

キャラペット つくって!そだてて!
キャラクター小学校

ウォーズ

ジャンル

タッチペンを自在に動かし難事件に挑め！

76

、天

価格 7180円
［税込］

STEP1〜4を順にプレイしていけば
“家”、“学校”、“街”、“自 ”でよく使

るかはアナタ次第だ。

トランプゲームで人気の高い“大富
豪”、“ポーカー”、“ブラックジャック”
を収録。 すぐに楽しめるフリーモー
ドのほかに、 チップを使ってスリリ
ングな駆け引きを味わえるBETモー
ドを搭載。５段階のレートでコンピ
ュータとの対戦が楽しめるぞ。

発売日 2013年10月30日

』シリーズが

メーカー名 レベルファイブ

価格 400円
［税込］

『グレコからの挑戦

のディーヴァ

ゲームス

発売日 2013年11月7日

で 単語学習＋オバケ探し

ドが収録されている。 誰と親密にな

3種類のトランプゲームが楽しめる

発売日 2013年10月30日

ネイティブ

メタルマックス4
ジャンル RPG

価格 500円［税込］

3DSでリリース！ 本作
『 in Winter 』
では、 生 会を舞台に不知 一樹、

するレベルUPモードも楽

メーカー名 D3パブリッシャー

S

メーカー名

の特徴を持つ男性との

愛を描く『 Starr ☆S

サイドメニューも充実。

ジャンル アドベンチャー

星

ーズ』に登場。９路、13路、19路の

３種類の 面で、 フリー対戦モード
に加え、 ４段階の強さのコンピュー

発売日 2013年10月30日

学習
発売日 2013年11月6日

『スタスカ』 の3人とお近づきに！

SIMPLE DLシリーズ Vol.20 THE カード
～大富豪 ポーカー ブラックジャック～

S

ジャンル

ゲームが『 S MP E D シリ

しめる。

グレコからの 戦 ! 英 語の島と
オバケたち STEP1／STEP2
メーカー名 メディアファイブ

メーカー名 アスガルド

ジャンル アドベンチャー

神の一手を目指せ！

ジャンル テーブル

ケージ

Starry☆Sky～in Winter～3D

価格 5122円
［税込］

ジャンプ原作の名作ゲームがよみがえる！
懐かしのジャンプ作品ゲームが
3DSで復活! 『ドラゴンボール』や
『聖闘士星 』
、
『 ☆遊☆白書』
など、
ファミコン 金期の人気ラインナッ
プを多数収録。 ヒントや中断セーブ
機能が追加され、 ファミコン世代は
もちろん子どもも安心して遊べる。

うダンジョンRPG
価格 5960円
［税込］

発売日 2013年11月14日

からの脱出を目指せ！
！
男性が存在しない女性だけの世界
を舞台にした、 本格3Dダンジョン
RPG。
惑星ウルカデンに収 さ
れている女 ガンタイとなり、 古代
の宇宙船を見つけ出して脱出しよう。
特定の敵を倒すと、ムフフな“ 子解
放モード”で仲間にできるぞ。

©2013 media5 corporation. ©Culture Brain EXCEL ©BANDAI･WiZ/TV TOKYO･2013Teamたま っちTV ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©
美/集英社･東映アニメーション ©バードスタジオ/
集英社･東映アニメーション ©バードスタジオ/集英社 © 下
/集英社･東映アニメーション 原作/
「
」(集英社「ジャンプコミックス」刊) ©Yoshihiro Togashi 1990 -1994 ©
ろ/集英
社 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2013 KADOKAWA / CREA-TECH JASRAC
6621791062Y43030 Copyright ©2013, WayForward Technologies, Inc. All rights reserved. Licensed
and published in Japan by Intergrow Inc. © FURYU Corporation. ©'08,'13 SANRIO/SEGA TOYS サンリオ･セ トイズ/ ウ ー ･テレビ東京･ジュエル ット製作委員会 © ARC SYSTEM WORKS

77

2018/06/05 16:52

大合

!バンドブラザーズP

メーカー名 任天堂

ソフト
発売日 2013年11月14日

メーカー名 オーイズミ・アミュージオ

アクションゲーム
発売日 2013年11月20日 価格 800円
［税込］

価格 4937円
［税込］

も作 も いのまま！

なしの地中へ挑む

『バンブラ』の略称で知られる人気音
楽ゲーム。 １人で演

の

を

いた

なかった人でも気軽に音楽の楽しさ

アクションゲーム！

メーカー名 小学館

発売日 2013年11月14日

発売日 2013年11月20日

ドラえもんの世界で子どもの える力を育む

なドット絵で描かれ

ビッグサイズ問 も追加の大ボリューム！

カブトVer.

クワガタVer.

メーカー名 イマジニア

斬る！ 撃つ！

うりアクション
発売日 2013年11月21日 価格 4629円
［税込］

らす！ メダロットのアクション

ママと一 に 理作りにチャレンジ！

特殊部隊MM の隊員として“メダ
ロット”を操り、ミッションに挑むア
クションゲーム。
に応じてパー
ツをカスタマイズし、 オリジナルコ
ンボで敵を蹴散らせ！ カブトバージ
ョンでは遠 綾、 クワガタバージョ
ンでは 宮理恵がナビを める。

グレコからの 戦 ! 英 語の島と
オバケたち STEP3／STEP4

S

3

S

メーカー名 メディアファイブ

ワンピース アンリミテッドワールドR
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

価格 500円［税込］

発売日 2013年11月21日

楽しく遊んで 単語を えられる！
子どもが日常生活でよく使う英単
語を収録した学習ソフト。STEP3
では英単語の空 を発音や絵をヒン
トに正しいアルファベットで埋め、
STEP4ではヒントをもとにタッチペ
ンでスペルを書く練習ができる。 お
まけのオバケ探しゲームも収録。

価格 6151円
［税込］

わらの一味を操作して新世界へ出発！
『 ONE P ECE 』
の世界を冒険するア
クションアドベンチャー。 パンクハ
ザードやエニエス ロビーなどを舞台
に わらの一味が大 れ！ 拠点の街
を発展させつつ、 ドラマチックな冒
険を楽しもう。 ローカル通信で４人
まで同時にプレイも可能だ。

©2013 Nintendo Developed by INTELLIGENT SYSTEMS Powered by VOCALOID VOCALOID は
株式会社の登録商標です。 協力：1242 ニッポン
©小学館 ©藤子プロ･小学館･テレビ
朝日･シンエイ･ADK ©Imagineer Co., Ltd. ©2013 media5 corporation. ©2013 Image Form International AB Licensed and published in Japan by Intergrow Inc. ©2013 Jupiter ピクロスは
任天堂の登録商標です。 ©2013 COOKING MAMA LIMITED / Published by OFFICE CREATE ©
/集英社･フジテレビ･東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©2013 TOMCAT SYSTEM ©2013 D3 PUBLISHER
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からの移植シナリオ４本に加え、 今

ちょっと聞き

なゲーム集。“ジグソーパズル”

プレース”や“バックギャモン”などの

発売日 2013年11月27日

ニンテンドー3DSガイド
ルーヴル美
メーカー名 任天堂

価格 500円
［税込］

映

ガイド

発売日 2013年11月27日

バイク1つでさま まなコースを駆け抜けろ！

価格 1851円
［税込］

ルーヴルの感動を、ご家庭で

立体視表 を活かしたリアルな3D
ワールドと、 本格的なバイクの挙動
がウリのバイクトライアルゲーム。
ゲームならではの現実離れしたコー
スをバイク１つで走破しよう。 オン
ラインランキングやエディットモー
ドなどやり込み要素も満載だ。

ルーヴル美術 の来 者向けに開
発されたオーディオガイド。 収録さ
れている作品写真は と600点以上、
音声解説30時間以上、 内写真400
部屋以上！ 見学コースのシミュレー
ションや奥深い美術鑑賞の入口とし
ても活用できる一作だ。

仮面ライダー トラベラーズ戦

南電機

ジャンル ダンジョン探索

アクション
発売日 2013年11月27日 価格 700円
［税込］

迷宮最

を目指し、より深く！ より強く！

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル トラベルアドベンチャー
発売日 2013年11月28日

価格 5637円
［税込］

武を操作し作品の舞台となった街を冒険！

消えた魔術師を 索すべく、 迷宮
の最下層を目指すローグライクアク
ション。 重い一撃の男の子と軽快な
フットワークの女の子を
に応じ
て使い分け、 ダンジョンを攻略しよ
う。 ピンチが訪れたときに、 進むか
脱出かの判断が運命を分かつ。

極めろ!

仮面ライダー 武を主人公に、 仮
面ライダーW、 オーズ、 フォーゼ、
そしてウィザードの舞台となった４
つの街を冒険するアクションアドベ
ンチャー。 下画面の変身ベルトで仮
面ライダーに変身し、
に応じた
フォームチェンジで必 技を決めろ！
ケージ

ディズニーインフィニティ
トイ ボックス チャレンジ

ジャンプ検定

メーカー名 ジースタイル

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル 瞬間ジャンプアクション
発売日 2013年11月27日

れないものまで盛り

だくさん。心ゆくまで遊ぼう！

ジャンル

簡単操作で誰でも楽しめるお料理
アクションゲーム。 お料理ミニゲー
ムを遊びながら、 実際の料理の作り
方をマスターできるぞ。 収録レシピ
はお新 やトーストなどお
みの
ものから、 ドネルケバブ、 ラムネと
いった しいものまで全60種類！

ジャンル アクションアドベンチャー

ジャンル

ジャンル バイクトライアル

メーカー名

ジャンル おり

価格 6264円［税込］

や“マインスイーパー”、“間違い探し”
といった定番のものから、“ナンバー

エクスケーブ

メーカー名 オフィスクリエイト

ジャンル ロボットアクション

22種類のテーブルゲームを遊びつくそう！

作だけの新規シナリオ1本を収録。

数字を頼りにイラストを完成させ
る『ピクロスｅ』シリーズ第４弾。20
×15マスの問題を新たに収録し、新
作の問題は150問オーバーの大ボリ
ューム。 過去の『ピクロスe 』シリー
ズのセーブデータがあれば、 スペシ
ャル問題が追加で遊べる特 も搭載。

クッキングママ5

価格 510円
［税込］

ームの第２弾。 事件現場から解決の
カギとなるさまざまな 拠品を見つ

メーカー名 フライハイワークス

価格 500円
［税込］

発売日 2013年11月27日

22種類のテーブルゲームが遊べる

け出し、 事件の謎に迫ろう。 DS版

に隠された秘密を解い

ジャンル テーブルゲーム

官の仕事をタッチスクリーン

アーバントライアル:フリースタイル

“観 力”、“記憶力”、“ 理力”、“
別力”、“構成力”といった、 子どもの
“ える力”を育む学習ソフト。 ドラ
えもんたちと一緒に絵本の世界を冒
険し、 ゲームやパズルを進めるなか
で 得した“ える力”は、 グラフで
確 することが可能だ。

メダロットDUAL
カブトVer.／クワガタVer.

鑑

たスチームワールドの世界も必見だ。

ジャンル パズル

価格 4937円
［税込］

サスペンス第2弾！

発展させ

メーカー名 ジュピター

ジャンル 学習ソフト

ドタバタ

を使って再現したアドベンチャーゲ

ピクロスe4

隊と つの

価格 500円
［税込］

て地中を奥深く り進んでいく2Dス

ていこう。

を実感できる一作だ。
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発売日 2013年11月27日

ゲームざんまい
メーカー名 アークシステムワークス

クロールアクションゲーム。 さまざ
まな
道具を駆使し、
の を

ことも可能。 楽器に触れる機会の少

学習
発売日 2013年11月20日

ジャンル アドベンチャー

スチームロボのラスティを操作し

り、 自分だけの楽曲を作ったり、 み
んなで楽しくセッションしたりする

ドラちえ ミニドラ

メーカー名 D3パブリッシャー

ジャンル 2Dスクロール

ジャンル

発売日 2013年11月14日

SIMPLE DLシリーズ Vol.23 THE
～File.2
出 ! ちた シを え!～

スチームワールド ディグ

価格 500円
［税込］

あの定番ジャンプゲームが3DSに登場！
DSiウェアで人気を博したジャン
プアクション『瞬間ジャンプ検定』が
進化して3DSに登場！ ジャンプを
駆使して制限時間内にゴールを目指
そう。追加コンテンツを購入すると、
追加のキャラクターや背景、 サウン
ド、ステージなどを楽しめる。

ジャンル フィ

ュア

動アクション

発売日 2013年11月28日

価格 7180円
［税込］

ミラクルチームで夢の世界を き進め！
ディズニーのキャラクターフィギ
ュアを専用リーダーで読み取って
作品の世界観で遊べるパーティボー
ドゲーム。50種類以上のミニゲーム
をクリアしながら勝利を目指そう。
サリー、 ジャック・スパロウ、Mr.イ
ンクレディブルのフィギュア同 。

© 2013 by Tate Multimedia S.A. Developed by Strangelands. Designed by Tate Interactive and powered by Strangelands. All rights reserved. Urban Trial Freestyle logo is a registered trademark
of Tate Multimedia S.A Published by Flyhigh Works Co., Ltd. ©2013 MECHANIC ARMS
ャラクター
イン 之
©2013 G-STYLE. All Rights Reserved. ©Joindots GmbH Published
in Japan by ARC SYSTEM WORKS © 2013 Nintendo Licensed by the Louvre Museum ©石森プロ･テレビ朝日･ADK･東映 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©Disney ©Disney/Pixar.
All rights reserved. © 2013 Disney Enterprises, Inc. The LONE RANGER property is owned by and
©Classic Media, Inc., an Entertainment Rights group company. Used by permission.
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トリコ アルティメットサバイバル

リトルドールプリン

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

発売日 2013年12月4日

極のグルメハンティングアクション！

目指せデュエルチャンピオン！

だけど 気がでる

本格的なデュエルが楽しめる対戦

ラブストーリー！
女性新米教師となって問題

を

で友だちと協力して300種類以上の

大好きなおやつ作り！ 20種類のお

ルドデュエルカーニバルで優勝を目

フォー）”にタイミングよくツッコミ

編。 今回挑戦するのは、 プリンにク
ッキー、 かきごおりなど、 みんなの
料理ミニゲームをクリアしておやつ

のランツェ
メーカー名 アムジー

自分だけのマイ ドレスをデザイン！

メーカー名 Goo le

ジャンル ドッグファイトアクション
発売日 2013年12月4日

コーデ＆リズムゲーム『プリティー
リズム』
が装いを新たに3DSに登場！
来のプリズムショーやプリズムラ
イブに、 ローカル通信対応の新リズ
ムゲーム“ランウェイバトル”を追加。
マイ☆ドレスデザイン機能で、 自分
だけのドレスを作ることもできる。

メーカー名 日本コロムビア

ジャンル なりきりアドベンチャー

価格 5184円
［税込］

わんニャンに囲まれたペットショップの店 になろう！

車

メーカー名 アークシステムワークス

グ

ン

メーカー名 ポイソフト
ジャンル

の のRPG
発売日 2013年12月11日

地球代表としてサッカー

一を目指せ！

神 車の謎を追う脱出アドベンチャー！
物語を読み進めるアドベンチャー
パートと、 密 から脱出する探索パ
ートが 合したゲーム。 要所で登場
する分解組立パズルが頭を ませる。
主人公の少女トキノの悪 に出てく
る“死神 車”の情報を集めながら、
隠された真実へ迫るのだ。

ジャンル カスタム

アクション
発売日 2013年12月5日 価格 5132円
［税込］

少年たちよ 武 （ガイストオン）
せよ！
カプコンが る爆アツのカスタム
武装アクションが誕生！ 金 生命体
“ガイスト”の力を身にまとったガイ
ストクラッシャーとなり、 人類を脅
かすガイストと戦おう。 ローカル通
信を利用して、 最大４人同時の協力
プレイや対戦プレイも可能だ。

©
/集英社･フジテレビ･東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©T-ARTS / syn Sophia ©T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PRR製作委員会 ©2013 NIPPON
COLUMBIA CO., LTD. © INTENSE © ARC SYSTEM WORKS © ARC SYSTEM WORKS ©2013 AMZY ©2013 LEVEL-5 Inc. ©CAPCOM CO., LTD. 2013 ALL RIGHTS RESERVED.

タッチペンのみの簡単操作で100
種類以上のお 子作りが体験できる
ゲーム。 ケーキやクレープ、 マカロ
ンなどの洋 子はもちろん、 アイス
クリームや
子にも挑戦できる。
お 子屋さんになっておいしいお
子を作りたいという を叶えよう！

かん こびとの不思議

価格 800円
［税込］

生 勇者 王様になって遊 う！

からの脱出 esca eVektor

メーカー名 アークシステムワークス

と

験シミュレーション
価格 5184円
［税込］

発売日 2013年12月12日

発見されてるコビト52種類が 登場！
絵本
『こびとづかん』原作のシリー
ズ第２弾が進化して登場！
でも
植物でもない不思議な生き物“コビト”
を、 自 豊かなフィールドの中で探
し、ユニークな生 を実験 観 した
り、 コビトの習性を利用したいろい
ろなミニゲームを楽しめるぞ。

パズドラＺ
メーカー名 ガン

ジャンル サイバーエスケープアクション
発売日 2013年12月11日

験 ット

メーカー名 日本コロムビア

ジャンル こ

王様となり好き放題する“王だ !”
モード、勇者候補生を育てる“ボクせ
か”モード、育てた勇者で打倒魔王を
目指す“勇者”モードの３つが楽しめ
る作品。“ボクせか”モードで作った
勇者は、 通信や Rコードで交換し
たり対戦させたりできる。

電

メーカー名 カプコン

価格 820円
［税込］

勇者

価格 5184円
［税込］

本物のお 子作りを楽しく遊びながら えよう

こびと

サッカーRPG『イナズマイレブン』
の第６弾は、 宇宙を舞台に松風天馬
の活躍を描く。 ケモノの力を使う新
システム“ソウル”と特別な技“ソウル
ストライク”を使い、地球の命運がか
かったサッカー大会に、地球代表“ア
ースイレブン”として立ち向かおう。

ガイストクラッシャー

』
を楽しむ

王だ ランド!

メーカー名 レベルファイブ

育成サッカーRPG
発売日 2013年12月5日 価格 5657円［税込］

り体験ゲーム

2005年2月に 設され、 十億人
もの人々がオリジナルの動画を発見、
閲覧、 有している
『 Yo T be 』を
3DSで見られるソフト。 ダウンロー
ドは と無料！ 動画の投稿こそでき
ないものの、 タダでいつでもどこで
も
『Yo T be』
の動画を楽しめるぞ。

ー ー

愛値を

メーカー名 ソニックパワード

ジャンル お

発売日 2013年12月12日

ニンテンドー3DSで
『

ジャンル

ペットショップの店員となり、 か
わいいわんニャンたちを育てるアド
ベンチャー。 ごはんやシャンプー、
トリミングなどのお世話はもちろん、
レジ打ちやお
も
って店長を
目指そう。 着せ替えや店の 様替え
などのコーデ要素も楽しめるぞ。

脱出アドベンチャー 悪夢の死神

サービス

機動力に優れる飛行形 と、 １対
１の戦いに特化した格闘形 を使い
分けて戦うドッグファイトアクショ
ン。 戦うため新型決戦兵器に生まれ
変わった少女アインスを操作し、 華
麗に敵を撃 しよう。 作り込まれた
世界観や設定も見どころだ。

イナズマイレブンGO ギャラクシー
ビッグバン／スーパーノヴァ

わんニャンペットショップ

ジャンル 動

価格 無料
（ソフト内購入あり）

２つの形 を使い分け、戦場を駆ける となれ！

差値や

上げ、彼らを進学や 業まで導こう。

キラメキ わくわくスイーツ

発売日 2013年12月10日

価格 1000円
［税込］

やスルーを決めて

なかにはアニメオリジナルのものも。

YouTu e

愛アドベンチ

ャー『 Vitamin 』の続編。 おバカな
動を繰り返す問題 軍団“A4（エー

指せ。5800枚以上の収録カードの

を作り、友だちにごちそうしよう。

ケージ

価格 5378円
［税込］

メ
『遊戯王 E A 』に登場した40人
以上のキャラクターが 戦するワー

生するコミカル

たち

型カードゲームが3DSに登場。 アニ

メーカー名 タカラトミーアーツ

3DScat_data_QR1_58-83_2013.indd 80-81

アドベンチャー
価格 4179円
［税込］

発売日 2013年12月12日

トルドールプリンセス』シリーズの続

プリティーリズム レインボーライブ
きらきらマイ☆デザイン
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ジャンル コミカル

ョン
『グルサバ！』
シリーズが大進化！

を目指そう！

発売日 2013年12月4日

メーカー名 D3パブリッシャー

カードゲーム
発売日 2013年12月5日 価格 2160円
［税込］

お人形のお姫様が料理を作る『リ

食材を狩って喰らい、 最強の美食屋

ジャンル 脱出ゲーム

VitaminZ Revolution

メーカー名 KONAMI

お人形の国のお 様、今度はおやつ作りに挑戦

“四 島”を舞台にトリコたちの新た
なる狩りが始まる。 ４人通信プレイ

発売日 2013年11月28日

王ZEXAL
!デュエルカーニバル!

ジャンル 対戦

価格 510円
［税込］

大人気グルメハンティングアクシ

発売日 2013年11月28日

激

ジャンル クッキングアクション

価格 6151円
［税込］

ジャンル コーデ リズムゲーム

つ編～

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル グルメハンティングアクション
発売日 2013年11月28日

ス ～お

価格 720円
［税込］

P に らえられた
“ベクター”
を脱出させろ！
シンプルなビジュアルとレトロな
テクノサウンドに彩られたアクショ
ンゲーム。CPUに らえられたプロ
グラム“ベクター”を操作し、 セルを
囲むと出現する出口から脱出させよ
う。 インターネットを利用し、 者
とスコアを競うこともできる。

ー・オンライン・エンターテイメント

ジャンル パズルRPG

発売日 2013年12月12日

価格 4115円
［税込］

モンスターを操りバラバラにされた世界を取り戻せ！
ドラゴンテイマーとなり、 悪の組
織にバラバラにされた世界を取り戻
す冒険パズルRPG。 同じ 性の“ド
ロップ”を３つ以上そろえて消すこと
でモンスターを操り、 敵を倒そう。
通信によるモンスタートレードで、
友だちや家族と一緒に楽しめる。

©
スタジオ･ イス/集英社･テレビ東京･NAS ©Konami Digital Entertainment YouTubeお
YouTubeロゴは、Google LLCの商標または登録商標です。 ©POISOFT
© 2011, 2012, 2013 Nnooo. All rights reserved. Published in Japan by ARC SYSTEM WORKS ©2013 HuneX ©2013 D3 PUBLISHER ©2013 Sonic Powered Co.,Ltd.
©Toshitaka Nabata ©2013 NIPPON COLUMBIA CO., LTD. ©GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
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ームタウンストーリー

WORLD CON UEROR 3D

メーカー名 トイボックス

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル ハートフルアドベンチャー
発売日 2013年12月12日

ーシミュレーション
発売日 2013年12月18日 価格 610円
［税込］

価格 4937円
［税込］

お

伝い、 村の

第

人と親交を深めていく

国

ハートフルアドベンチャー。 品を
売って稼いだ資金で店を大きくして

くさんのエピソードに注目だ。

チャリ

メーカー名 セガゲームス

発売日 2013年12月18日

価格 823円
［税込］

1 で大空を駆け抜ける3Dシューティングが復活！

発売日 2013年12月18日

メーカー名

り出したら止まらない！チャリで

名作シューティング『アフターバー
ナーⅡ』が、3D立体視に対応して登
場。 -14トムキャットを駆り、敵国
上空で大空中戦が展開。 アーケード
体の再現やメロディー有BGMの選
択、 ライバル機とのドッグファイト
など追加要素も盛りだくさん。

Aiレース:スピード
メーカー名 フライハイワークス
発売日 2013年12月18日

価格 500円
［税込］

ゲキヤバってレベルじゃねえ

ジャンル ビジュアル

ベル
発売日 2013年12月18日

DARKNESS

メーカー名 アークシステムワークス
発売日 2013年12月18日

価格 600円
［税込］

われた 国を救え！
シンプルな操作で多彩なアクショ
ンが楽しめる2DアクションRPG。
われ
と化したアゼルスタン王
国を救うため、 王 を 索し、 王
の討伐を目指そう。 レベルアップボ
ーナスを好きな能力に り分けられ
るので、育成の幅が広いのも特徴だ。
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サー

ハーレム王に、 はなるッ！

エアポート
歳 with JAL

お手軽に読めるビジュアルノベルシリーズ第１弾

新千 空 を舞台に 空

神の まう 、 多紙 にやって来
た高校生、 野
が過ごす12月の
様子を描いた、全13話からなる連作
ビジュアルノベルゲームの第１弾。
土地神“しろ”に見初められると同時
に、 力者の
、十
雪にも一
目ぼれされた
の選択とは？

りコミュニケーション
発売日 2013年12月19日 価格 4860円
［税込］

新感 のおしゃべりコミュニケーションゲーム
おしゃべりうさぎフワリンとのお
しゃべりを楽しみながら、 ファッシ
ョンデザイナーのオシャレライフも
体験できる。 おしゃべりから得たヒ
ントをもとに新しい洋服を作り出そ
う。 本当に生きているかのような、
フワリンとの会話が魅力だ。

価格 1年
（365日）

ーティリティ
500円
［税込］

大 なポケモンたちと、いつまでも一 に

アニメ
『ハイスクールD×D』
がゲー
ムになって3DSに登場！ 女悪魔リ
アスの下 となった兵 一 が繰り
広げる熱血青 学園ラブコメファン
タジーを 能できる。“ドレス・ブレ
イク”での洋服破壊や、立体視機能を
活かした飛び出るおっぱいに注目！

価格 100円
［税込］

©2013 TOYBOX Inc. All Rights Reserved. ©SEGA Produced under a license from Northrop Grumman Systems Corporation. F-14D Tomcat is a trademarks of Northrop Grumman
Corporation. © 2013 QubicGames © Flyhigh Works © ARC SYSTEM WORKS © 2013 Circle Ent. © 2013 LIONant © 2013 Easytech © Spicysoft © Yuta Hoshino ©2013 talestune
©Flyhigh Works ©Culture Brain EXCEL
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価格 6480円
［税込］

シミュレーション パズル
発売日 2013年12月19日 価格 6264円
［税込］

メーカー名 カルチャーブレーンエクセル

ジャンル

発売日 2013年12月25日

メーカー名 ソニックパワード

ジャンル おしゃれ おしゃ

中になることまちがいなし！

メーカー名 ポケモン

く
空
ヒーロー3D 新

おしゃ りうさぎ おしゃれコレクション

加速と音楽が織りなす独特の世界に

品や服を買えるぞ。

り

ゼルダの伝説 神々のトライフォース2
メーカー名 任天堂

発売日 2013年12月26日

を楽しもう！

海道の新千歳空 を舞台にした
空管制体験ゲーム。JA グループ
の旅客機や自衛隊の戦闘機をはじめ、
多彩な 空機に管制指 を出そう。
ゲーム内で 得できる“ぼく管コイン”
を集めると、 難度の高いステージや
新しい視点が追加される。

人ミステリー

ポケモンたちをインターネット上
の専用ボックスに けたり、 管理し
たりできるソフト。 ソフト内からダ
ウンロードできる
『ポケムーバー』を
利用すると、 バーチャルコンソール
の
『ポケットモンスター』シリーズな
どからもポケモンを連れてこられる。

ジャンル アクションアドベンチャー

ジャンル

飛行機型マシン“ジェット”を運転
するレーシングゲーム。 立体視機能
を活かした超ハイスピードな世界観
が、 最高の爽快感へと誘ってくれる
作品。 オンラインランキングで全国
のプレイヤーとタイムを競い合い、
Aiレースマスターを目指せ!

ジャンル アクションRPG

を大冒険！

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル ハイスピードジェットレーシング

加し、優勝を目指そう。パ

ゲームス

発売日 2013年12月19日

の

ヘッドフォンをつけてプレイすれば、

ースゲーム
『スピード 』の第２弾。
新機能のハイパーモードをONにし、

ポケモンバンク

道や壁を飛び越えて走りつづ
けるアクションゲームが進化！
に応じてチャリを変身させ、 さまざ
まな惑星を 走しよう。 アイテムや
ギミックが追加されたほか、 ひたす
ら走りつづける“GRAND PR ”モ
ードがオンラインランキングに対応。

プチノベル

スト”に

D

ジャンル バトルADV

価格 600円
［税込］

とサウンド、 スピード感で話題のレ

ポイントで装

ハイスクールD

ジャンル ワンボタンアクション

トランス感あふれるグラフィック

子猫にオシャレをさせて、 キュート

ズルゲームが３種類あり、 入手した

件だ！

メーカー名 スパイシーソフト

ジャンル シューティング

スリル 点のトンネルレースに 中する！

な写真を撮影できるソフト。 仮想イ
ンターネット上の“子猫フォトコンテ

を理解すること

DX2 ギャラクシー

！

価格 150円
［税込］

アメショやペルシャなど９種類の

りシミュレーションゲーム。 一

が勝利への必要

発売日 2013年12月25日

オシャレな子猫をスタジオ

次世界大戦を舞台とした戦争

特徴をつかみ、 戦

ジャンル レース

価格 4937円
［税込］

服を目指そう。 軍隊の種類や国の

るぞ。 そこに生まれる、 心温まるた

3D アフターバーナーⅡ

発売日 2013年12月19日

国の指 をとり、 ３つの軍隊を り
込んで敵勢力の 都を 領し、 世界

いくと、 村人がどんどんやって来く

メーカー名 テヨンジャパン

ジャンル ペットおしゃれシミュレーション

シンプルかつ戦 性抜群の戦 シミュレーション

ちゃんから受け継いだ店を手

スピードX3Dハイパーエディション

メーカー名 エム・ティー・オー

ジャンル ウ

わたしのお店のハートフル ストーリー

SWORDS

のアルバム～My Little Cat～

価格 4937円
［税込］

あの冒険の か未来の物語
S Cで発売された
『ゼルダの伝説
神々のトライフォース』の未来を舞台
に、 新しいリンクがトライフォース
を る冒険に旅立つ！ 高 差を活か
した謎解きや壁画の中の移動、 ハイ
ラルと対照的な退 世界ロウラルな
ど新要素が盛りだくさんの一作。

きジャック

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル サスペンスアドベンチャー
発売日 2013年12月25日

価格 820円
［税込］

３人の目線から謎を解く推理アドベンチャー！
ロンドンの有名な 人 、 切り裂
きジャックをもとにした 理アドベ
ンチャー。 い師や新聞記者、
官とともに情報やアイテムを集め、
ミニゲームを解いて事件の真相に近
づこう。 当時の 怪な様子を再現し
たリアルなグラフィックも魅力。
©2013 MTO Inc. ©2013 石
･
ま /
/ イスクールD D NEW 製作委員会 ©2013 KADOKAWA CORPORATION ©1998-2013 copyright TechnoBrain CO.,LTD.
©2013 Sonic Powered Co.,Ltd. ©2013 Circle Ent. ©2013 Virtual Playground Ltd ©2013 Gamelion Studios/Teyon Japan
会社 ©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures
Inc. /GAME FREAK inc. ポケットモンスター･ポケモン･Pokémonは任天堂･クリーチャーズ･ゲームフリークの登録商標です。 ニンテンドー3DSのロゴ･ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。
© 2013 Nintendo
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ジェットロケット
プラネットアドベンチャー

といてすすんで!なぞときキャッスル
メーカー名 アークシステムワークス

メーカー名 アークシステムワークス

アクションパズル
発売日 2014年1月29日 価格 510円
［税込］

ジャンル アクション

ジャンル

ニ ン テ ンド ー 3 D S オ ー ル ソ フト カ タ ロ グ

2014

発売日 2014年2月5日

２人の主人公を操作する謎解きアクションパズル

未 の

価格 820円
［税込］

を冒険し、仲間を助け出せ！

うさぎのラッピーとくまのマーク

という特徴が異なる主人公を交

ジャンプやスピン、 三角飛びなど

に

の多彩な動きが楽しめる3Dアクショ

操作して、 お城の屋上を目指すアク
ションパズルゲーム。 ２人で協力し
て全ステージをクリアし、
よう。 本多真

ン。 惑星 視官“ジェットロケット”
を操作して未知の惑星を探索し、 仲

を叶え

間の救出と

子をはじめ、人気声

優によるボイスを多数収録！

バルダーダッシュXL 3D
メーカー名 テヨンジャパン

ジャンル パズル

発売日 2014年1月8日

VitaminX Evolution Plus
メーカー名 D3パブリッシャー

価格 500円
［税込］

アドベンチャー
発売日 2014年1月16日 価格 4179円
［税込］

だけど心トキめく

名作アクションパズルゲーム『バル
ダーダッシュ』が、パワーアップして
復活！ ロックフォードとクリスタル
の２人を操作し、 不思議と危険に満
ちた100以上もの洞窟を探険しよう。
オリジナル版に近いレトロモードを
含む5つのモードを収録。

発売日 2014年1月11日

とにかく
“デラックス”
な
『カービィ』
が登場！
敵を吸い込んで能力をコピーする
人気アクション『星のカービィ』シリ
ーズの作品。 謎の敵タランザにさら
われたデデデ大王を助けるべく、 浮
遊大陸フロラルドへ向かおう。 超強
力な“ビッグバンすいこみ”や新たな
コピー能力がクリアのカギだ。

コミック
メーカー名 Collavier

成ツール
発売日 2014年1月15日

ジャンル

価格 500円
［税込］

3DSを開けばあなたは 画家に！

学習
発売日 2014年1月29日

ラブストーリー

発売日 2014年1月22日

ムズ

ル

ト

ムズ

ム

価格 3300円
［税込］

プチノベル

発売日 2014年2月6日

！

の

小学生向け学習ゲーム
『グレコから
の挑戦 ! 』シリーズが大人向けにな
って登場！ 四字 語や難読漢字、漢
字地名などの問題を解きつつ、 の
頂上を目指そう。 激ムズ編・常 編・
ちょいムズ編が１つになったお得な
完全フルセットもあるぞ。

価格 3024円
［税込］

仲間モンスターと広大な世界を冒険しよう！
2001年にゲームボーイで発売さ
れた
『
２ マルタのふしぎな
』
がパワーアップして3DSで登場！
800体以上のモンスターや自分でデ
ザインできる“モントナー”、 最大サ
イズの“超Gサイズモンスター”も加
わり、バトルの戦略がさらに広がる。

よ

よ テトリス

メーカー名 セガゲームス

価格 200円
［税込］

お手軽に読めるビジュアルノベルシリーズ第２弾

ジャンル アクションパズル
発売日 2014年2月6日

価格 3229円
［税込］

２大アクションパズルゲームの 典が始まるよ！

全13話からなる連作ビジュアルノ
ベルの第２弾。 神の まう 、 多紙
で暮らす女子高生、 遠
の視
点から過ごす１月の出来事が描かれ
る。彼女が神社で会った土地神“まど
い”が探し求めているものとは？ 遠
探検隊の探索が始まる。

漢字を書かなくなった大人への挑戦

Boulder Dash® is a registered trademark of First Star Software, Inc Co-Published by FIRST STAR SOFTWARE, INC. Boulder Dash®-XL 3D is Co-Published by FIRST STAR SOFTWARE, INC.
Boulder Dash® is a registred trademark of FIRST STAR SOFTWARE, INC. The names and likenesses of Rockford and Crystal are trademarks of FIRST STAR SOFTWARE, INC. Boulder Dash®XL 3D Copyright© 1984 - 2012 FIRST STAR SOFTWARE, INC. All rights reserved. The original Boulder Dash was created by Peter Liepa with Chris Gray. Boulder Dash®-XL 3D was created and
developed by Catnip Games GmbH Co. KG with FIRST STAR SOFTWARE, INC. ©2014 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo ©2013 Collavier Corporation. ©2014 HuneX ©2014 D3 PUBLISHER
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ジャンル RPG

日常会話表現を400問以上収録し
た英語学習ソフト。ナナミ
（ CV.東
）と一緒に楽しく勉強し、コスチ
ュームやご褒美ボイスを 得しよう。
聞き流し機能や英単語学習、SNSサ
イト“ネクレボ”との連携など、 役立
つコンテンツも満載だ。

ベル
発売日 2014年1月29日

ネーム作業でコマ割りと下書きを
し、 書作業でペン入れや装 を行
うという、 実際と同じ流れで作業で
きる 画作成ソフト。 き出しツー
ルや写真取り込みなど便利機能も満
載。 描いた 画をPCに移したり、ネ
ット上にアップすることもできる。

84

メーカー名 スクウェア・エニックス

使いできる 話表 が

ジャンル ビジュアル

フルセット 1500円［税込］
500円
［税込］

ム

ドラゴンクエストモンスターズ２
イルとルカの不思議なふしぎな

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル 学習
価格

イビングなどミニゲームも充実！

会

ジャンル

大人 VS グレコ 漢字の とオバケたち
フル ット／激ムズ編／
編／ち いムズ編
メーカー名 メディアファイブ

価格 4937円
［税込］

!English日

大人気 愛ゲーム
『 Vitamin 』が
3DSに登場！ 高校の新任女性教師
と なって 落 ち こ ぼ れ の 問 題 軍 団
“B6 ビーロク ”を指導し、進学・ 業
まで導こう。 業までの限られた時
間の中で 生える 心。 果 たして、
に待ち受ける結末とは!?

のカービィ トリプルデラックス
メーカー名 任天堂

に学

メーカー名 メディアファイブ

ジャンル コミカル

伝説の名作アクションパズルゲームが復活！

ジャンル アクション

ナナミと

字パズル ことだまーる
メーカー名 シルバースタージャパン

字パズル
発売日 2014年1月29日

タイカイの打倒を目

指そう。 ジェットバイクやスカイダ

『

よ よ 』
と
『テトリス 』
が の
演！
よ よとテトリスで対決す
る“VS”や、 よとテトリミノが１つ
のフィールドで 演する“ よテトミ
ックス”など新ルールを追加。都道
のトップを目指す通信対戦や、
者のリプレイ閲覧も可能だ。

3D
メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル

価格 500円
［税込］

葉を作ってパズルでバトル！
字の描かれた“コトだま”を入れ
替え、 ３ 字以上の 葉を作るアク
ション 字パズルゲーム。 世界最強
のコトだま使い“コトダマオー”を目
指せ！ 純 にパズルを楽しめるエン
ドレスモードで全国のプレイヤーと
得点を競うこともできる。

ジャンル パズル

発売日 2014年2月12日

価格 510円
［税込］

きなときに きなデザインで上海を楽しめる
名作パズル
『上海』を多様なデザイ
ンの や
で楽しめる作品。 や
を好きに組み合わせられる“フリ
ープレイ”、200ステージをクリアし
ていく“アドベンチャー”を に、 同
じ段の 同士しかペアにできない“リ
バーズルール”モードも収録。

©2014 media5 corporation. ©AMG ©ARC SYSTEM WORKS ©2014 media5 corporation. ©2014 talestune ©Flyhigh Works ©SilverStarJapan ©Shin'en Multimedia GmbH 2014
Published in Japan by ARC SYSTEM WORKS ©2014 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©SEGA Tetris® ©1985 2018 Tetris Holding. Tetris
logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding. The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Game Design by Alexey
Pajitnov. Original Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved.Sub-licensed to Sega Corporation. ©Joindots GmbH. ©SUNSOFT Published in Japan by ARC SYSTEM WORKS
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SIMPLE DLシリーズ Vol.24
THE 密 からの脱出 ～ されない
編～

マギ 新たなる世界
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル アクションRPG

発売日 2014年2月13日

メーカー名 D3パブリッシャー

ジャンル 脱出 ADV

価格 6151円
［税込］

発売日 2014年2月26日

マグノシュタットを舞台に人気キャラが多数 戦！

価格 500円
［税込］

で大ピンチ

に仕掛けられた謎を解き、

ストーリーも必見だ。

られた場所から脱出しよう。

プチノベル
ベル
発売日 2014年2月26日

価格 無料
（ソフト内購入あり）

『ニコニコ』
を3DSで

試験
試験 2015年度版

専

試験

メーカー名 メディアファイブ

ジャンル 資格学習

発売日 2014年2月19日

キ

発売日 2014年2月27日

の資格を学ぶ

のバスケ

へのキ

キ

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル キセキのバスケットゲーム
発売日 2014年2月20日

価格 6151円
［税込］

キ キのバスケットゲーム！

カ キパークの

牧場物語 つながる新

地

発売日 2014年2月27日

ジャンル 対戦

りゲーム
発売日 2014年3月12日

自 豊かな牧場で人生をまるごと
楽しめる、ほのぼの生活ゲーム
『牧場
物語』
シリーズ。今作では動物たちの
楽園“サファリ”を作ったり、 世界
地と 易したりと、 新要素が盛りだ
くさん。 自分好みの牧場を作って思
う存分牧場生活を満 しよう。
／集英社･ 子のバスケ製作委員会 ©BANDAI
©2014 Marvelous Inc. All Rights Reserved.

ジャンル パズルゲーム

発売日 2014年3月13日

価格 5184円
［税込］

ボクと一 に、パズルで笑顔を けるモン
本 のPRキャラクター『くまモ
ン』と一緒に、 日本全国を りなが
ら
を けるパズルゲーム。 同じ
色のグミを３つそろえて消していく
シンプルルールで、 都道
のお
題をクリアしよう。 パズル中のくま
モンとMiiが るダンスにも注目だ。

価格 510円
［税込］

おきらく一家が り対決！

ジャンル スポーツゲーム

発売日 2014年3月13日

価格 5378円
［税込］

アクションカードバトルで超人野球を体感せよ！

簡単操作でみんなと遊べる『おき
らく』シリーズの釣りゲーム。釣 や
ルアー、 必 技などを使いこなして
釣りまくり、 相手より多く得点を稼
ごう。 １人選んでほかの相手と対決
するキャンペーンモードを勝ち抜け
ば、クリアイラストを 得できる。

黒

“超人野球”を題材としたカードバト
ル・スポーツゲーム。 をまとった
速球や雷撃を放つ打球など、 大迫力
のウルトラプレイは必見！ ストーリ
ーを楽しむドラマチックモードのほ
かに、 球団名や選手の能力を入力で
きるエディットモードも。

3D ファンタジーゾーン
オパオパブラザーズ

スタイル

ジャンプアクションゲーム
発売日 2014年3月12日 価格 200円
［税込］

奇抜な

ケージ

メーカー名 カルチャーブレーンエクセル

メーカー名 インプラス

動物いっぱい、に やか牧場生活

くまモン ボンバー
パズル de くまモン

超人ウルトラベースボール
アクションカードバトル

ジャンル
価格 5184円
［税込］

ンをトローゼしよう！

アンパンマンと一緒にひらがなと
カタカナが学べるソフト。“なぞる”、
“かく”の２段階の運筆モードで 字
の正しい書き方を練習できる。 遊び
すぎを防止する“お約 タイマー”や
20種以上の知育ゲーム、130以上の
塗り絵などおまけも充実。

を守れ！

メーカー名 マーベラス

ジャンル ほのぼの生活ゲーム

©
/小学館･
製作委員会･MBS ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. © DWANGO Co., Ltd. ©2014 media5 corporation. ©藤
NAMCO Entertainment Inc. ©2014 INTENSE ©2014 D3 PUBLISHER © 2014 talestune © Flyhigh Works ©2014 Nintendo / RED
SUPER MARIO items © 2014 Nintendo.
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アンパンマンと一 に楽しいレッスン！

カセキからよみがえらせた恐竜で
バトルするRPG『カセキホリダー』シ
リーズの最新作。 カセキパークの安
全と平 を守るため、 ライドキーパ
ーズの仲間と協力して戦い抜こう。
通信機能を使い、 友だちと協力して
カセキを発 したり対戦を楽しもう。

画『黒子のバスケ』が3DSに登
場！
だけでなく、海常、秀 、
桐 学園の 校目線のストーリーが
フルボイスで楽しめる。 原作やアニ
メにはないキャラクターのやりとり
や学校の枠を超えたチーム編成など、
本作だけの要素も盛りだくさん。
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価格 5122円
［税込］

おきらくフィッシング3D

価格 4937円
［税込］

リアしながら、 全718種類のポケモ

メーカー名 イマジニア

メーカー名 アークシステムワークス

地方公 員試験の教 と専 の
問題を、17科目、120題以上収録
した資格学習ソフト。 正答 の い
問題を
特 する“弱点克服”モー
ドや初心者向けの解説が付いた“問題
閲覧”モードといった、短期間で得点
アップできる工夫も充実。

黒

育ゲーム
発売日 2014年3月6日

メーカー名 任天堂

3DSで地方公

ケージ

メーカー名 アガツマ エンタテインメント

リダー ムゲンギア

ジャンル RPG

価格 2800円［税込］

まえよう。 さまざまなステージをク

コアアタックがより加熱！

全13話からなる連作ビジュアルノ
ベルの第３弾。 神の まう 、 多紙
で暮らす女子高生、 野早 が過
ごす２月の出来事が描かれる。12月
の 難事件以来、 平を意 するよ
うになった早 。 来るバレンタイン
デー。果たして彼女の の行方は？

カ

ーとハイスコアを競い合える“オンラ

同じポケモンを３匹以上並べて消す
ことで攻撃し、 野生のポケモンを

インリードボーダー”が新設され、ス

お手軽に読めるビジュアルノベルシリーズ第３弾

試験

バトルするアクションパズルゲーム。

ジャンル

日本最大級の動画サービス
『ニコニ
コ』のビューワーソフト。アニメやボ
ーカロイド曲など1000万本以上の
動画のほか、 ゲーム番組やライブ中
継などの配信番組が見られるぞ。 飛
び出す“3Dコメント”や“スレマ”など、
3DSならではの機能も満載だ。

パズルを解いて野生のポケモンと

リーズが3DSに登場！ アフリカを

アンパンマンとあそ
NEWあいうえお

価格 200円
［税込］

パズルで遊んでポケモンをトローゼ！

目指す小鳥モージョと一緒に の空
を飛んでいこう。 世界中のプレイヤ

じ込め

の

価格 823円
［税込］

人気アクション『バードマニア』シ

機など

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル ビジュアル

発売日 2014年3月12日

の空を ぶスピーディでエキサイティングな冒険

じ込められ、

設。 ボディシャワーや自

迷宮攻略メンバーを選べるパラレル

ジャンル アクションパズル

価格 100円
［税込］

ンチャーゲーム。 今回の舞台は、 や
すらぎを求めて人が集う日 り温

と物語の舞台が進んでいく。 自由に

発売日 2014年2月14日

メーカー名 ポケモン

謎を解きながら脱出を試みるアドベ

かれなかった“シンドリア ”からス
タートし、“マグノシュタット ”へ

マル合格! 地 公
2015年度版／

発売日 2014年3月5日

さまざまな場所に

クションRPG第２弾。1作目では描

ジャンル ニコニコ

ジャンル アクション

癒しのスポット

ニコニコ

ポケモンバトルトローゼ

メーカー名 テヨンジャパン

人気アニメ
『マギ』を題材にしたア

メーカー名 ドワン

バードマニア ウィンター 3D

を につけていたずらスイマを撃破！
自動スクロールでせまる足場を飛
び越えていく、 ジャンプアクション
ゲーム。“ふっかつ”や“かげんそく”な
どの特殊能力を持つスタイルを駆使
して、 時間内にゴールを目指そう。
クリアしたステージも、 足場が動く
“ムズッ!”モードで長く楽しめる。

メーカー名 セガゲームス

ジャンル シューティング

発売日 2014年3月19日

価格 823円
［税込］

今度は

で

を救え！
人気ファンタジーシューティング
が3DSで復活！ 自機“オパオパ”を操
作し、 敵から集めたコインでパーツ
を買ってパワーアップしつつ、 ステ
ージクリアを目指そう。弟の“ウパウ
パ”は、すべての武器を予算がつづく
限りいつでも使用できるぞ。

©2014 Teyon. ©
た し／フレー ル館・TMS・NTV ©ARC SYSTEM WORKS ©iNPLAS ©2014 Pokémon. ©1995-2014 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. Developed by
Genius Sonority Inc. ポケモン･Pokémonは任天堂･クリーチャーズ･ゲームフリークの登録商標です。 ニンテンドー3DSのロゴ･ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。
© 2010 kumamoto pref. kumamon © Imagineer Co., Ltd. ©Culture Brain EXCEL ©SEGA
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プチノベル

LolaのABCパーティー
メーカー名 D3パブリッシャー

育
発売日 2014年3月19日

々の三

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル ビジュアル

ベル
発売日 2014年3月19日

ジャンル

価格 400円
［税込］

ローラと一 に楽しくアルファベットを学 う！

ベルの第４弾。 神の

と雪は、

ラたちと一緒にパーティーを開ける。

ゲーム

ンターCX 3

ジャンル ゲームi ゲーム

発売日 2014年3月20日

したチキンを撃 せよ！

STEEL EMPIRE
メーカー名 メビウス

価格 864円
［税込］

発売日 2014年3月20日

！

タイムアベンジャー
メーカー名 アークシステムワークス

メーカー名 任天堂

価格 1540円
［税込］

時を操り、時を駆け、未来を り開け！
復 のために旅をする主人公フレ
イヤを操作し、 魔王ベラディム打倒
を目指す横スクロールコンボアクシ
ョン。死を回避する“タイムリバース”
や時間を巻き戻す“タイムトラベル”
などの時を操る能力を駆使し、 難敵
や難ステージを攻略しよう。

発売日 2014年3月20日

メーカー名 アルテピアッツァ

価格 4937円
［税込］

みんなで イ イ80種類の新作ミニゲーム
タッチペンやマイク、 ジャイロセ
ンサーやAR機能など、3DSの特徴
を活かした新作ミニゲームを80種類
収録したソフト。 ルールの異なる
つのボードマップで、 友だちとワイ
ワイ盛り上がろう。 １人でじっくり
遊ぶクッパタワーも用意されている。

録。“クロンダイク”は、１枚めくり、
３枚めくり、“スパイダー”は１種、
ルールを設定可能。 充実したヒント

発売日 2014年3月26日

い 、

やヘルプで初心者でも安心。

戦車3D
メーカー名 アークシステムワークス

価格 500円
［税込］

の に囲まれた学園へ！

ジャンル 戦車バトルアクション
発売日 2014年4月2日

価格 700円
［税込］

かわいいボディに い弾シイ、爽快戦車バトルゲーム！

DSiウェアのタワーディフェンス
RPG『アロー オブ ラピュタ』第２弾
が登場！ 士を育てる学園を舞台に、
のちに伝説の 士となる５人の学生
の物語が展開。 シナリオモードとバ
トルモードが用意されており、 初心
者から 練者まで楽しめる。

太のあ

ミッションクリア型の戦車バトル
アクションゲーム。 デビルタンク軍
に 拠された街“パラダイスシティ”
に戦車で り込みをかけ、 故 を取
り戻すべく戦おう。 車体はかわいい
が挙動やキャタピラの音はリアルで、
アツい戦車バトルが楽しめる。

かし

探 アドベンチャー
発売日 2014年3月26日 価格 820円
［税込］

よろず
“妖件”
引き受けます

メーカー名 ソニックパワード

ジャンル アクション

発売日 2014年4月9日

価格 300円
［税込］

ハイスピードで空を け抜けろ！

大正ロマン る妖怪探偵アドベン
チャーゲーム。 もののけ探偵の 信
太となり、
の 保や式紙助手の
シロとともに事件を解決へと導こう。
に必要な情報はストーリーパー
トと
パートで集め、 ミニゲーム
で妖怪と戦うこともある。

ジャンル コミュニケーション
発売日 2014年3月27日

次々と現れる敵を上手く避けつつ
ステージクリアを目指す、 爽快ハイ
スピードアクションゲーム。 連続コ
インゲットで発生するコンボをつな
いで、 ハイスコアを目指そう。 いろ
いろな 件で 得できる“称号コレク
ション”でやり込み要素も充実！

SIMPLE DLシリーズ Vol.26
THE テニス

NEWラブプラス+
メーカー名 KONAMI

©2014 BeiZ ©2014 Phenomedia. Licensed to and published by Teyon. ©STARFISH-SD INC. Development and Publishing by mebius. ©2013 CORECELL TECHNOLOGY CO., LTD. /
© ARC SYSTEM WORKS ©2014 talestune ©Flyhigh Works © FUJI TELEVISION / スコイン・カン ニー ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©SEGA © 2013-2014 Nintendo
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２種、 ４種のカードを使った３つの

ジャンル タワーディフェンスRPG

バトルあり、 経営ありというまっ
たく新しいジャンルのマネーバトル
RPG。小学５年生の主人公、豪勝カ
イトとなり、 実際の職業をモチーフ
としたデータスーツ“ヒーロー着”を
着て戦う新時代サイバースポーツ“ヒ
ーローバトル”で億万長者を目指せ！

ジャンル パーティ

い世代には斬新さを感じさせる作品

メーカー名 アークシステムワークス

マリオパーティ アイランドツアー

ジャンル 横スクロールコンボアクション

“クロンダイク”と“スパイダー”を収

ジャンル

キミのお を正 に変えろ！

コアなファンも多い『
帝国』が
3DSに登場。避けて撃つ、ボムで一
、 といったシューティングゲーム
の原点を楽しめる作品だ。 前に応
じて難易度を調整できるほか、 リプ
レイ機能も搭載し、 プレイするほど
におまけ要素が開放されていく。

“ソリティア”の代表的なカード遊び、

のレトロゲームを９つ収録したソフ

アロー オブ ラピュタ
なし 生とキロンの

もののけ探偵

価格 5040円
［税込］

２種類の
“ソリティア”
をこの１本で！

ないこのゲームに、誰もが になる。

記憶 失になったありの少年の記
憶を取り戻すべく80年代の 内で、
レトロ風のオリジナルゲームに挑戦
する。 ゲーム内に収録されているゲ
ームは、 アクション、 シューティン
グ、RPGなど、シリーズ最大ボリュ
ームの15作品以上が収録されている。

ジャンル マネーバトルRPG

価格 300円
［税込］

だ。 シンプルながらもシンプル過ぎ

実のゲーム ゲーム！

メーカー名 セガゲームス

伝説のシューティングゲーム 三度目の

88

価格 5637円
［税込］

ヒーローバンク

ジャンル 2D横スクロールシューティング

発売日 2014年3月19日

を見出

目の

発売日 2014年4月2日

ト。 少期を80年代から90年代に
過ごした世代には懐かしさを、 新し

し、どのような変化を遂げるのか？

人気キャラクター“クレイジーチキ
ン”が登場するシューティングシリー
ズ第２弾。ホラーとS 、２種類の撮
影セットのなかから 優気取りのチ
キンたちを倒し、 乱したスタジオ
をもとに戻そう。 有名映画のパロデ
ィを見つけ出す楽しみもあるぞ。

発売日 2014年3月19日

同作業のなかで

ジャンル テーブル

８ビットグラフィックとサウンド

、 多紙

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

画 ットを

レトロで最強な9つのゲームにチャレンジせよ！

子の面倒を見ることになった

のミニゲームをクリアすると、 ロー

価格 100円
［税込］

価格 150円
［税込］

で暮らす高校生、 野
と十
雪の過ごす３月の出来事を描く。

なくステップアップ可能だ。 すべて

発売日 2014年3月19日

まう

SIMPLE DLシリーズ Vol.25
THE ソリティア ～クロンダイク スパイダー～
メーカー名 D3パブリッシャー

全13話からなる連作ビジュアルノ

学べる、３〜６歳 向け学習ソフト。
わかりやすい英語解説付きで、 無理

メーカー名 テヨンジャパン

発売日 2014年3月26日

お手軽に読めるビジュアルノベルシリーズ第４弾

ムを楽しみながらアルファベットを

クレイジーチキン
ディレクターズカット3D

メーカー名 テヨンジャパン

ジャンル アーケード

価格 200円
［税込］

パンダのローラと一緒にミニゲー

ジャンル アクション

9-in-1 アーケードコレクション

メーカー名 D3パブリッシャー

価格 5616円
［税込］

やっぱり、
“カノジョ”
が き
カノジョとの 人生活を体験する
コミュニケーションゲームが3DSに
登場！ 熱海や日光、 根などの有名
実在スポットへの旅行や、 タッチ機
能を活かしたロマンチックなスキン
シップが楽しめるぞ。 カノジョたち
の新しい魅力を発見しよう！

ジャンル スポーツ

発売日 2014年4月16日

価格 400円
［税込］

最大４人で楽しめる簡単操作のテニスゲーム
１人でも対戦でも楽しめるテニス
ゲーム。 ８人のキャラクターと６つ
のコートで、 シングル戦、 ダブルス
戦、 勝ち抜き戦を楽しめる。 ローカ
ルプレイやダウンロードプレイ、 ラ
ンキングといった通信機能やコート
と衣装の追加コンテンツも充実。

© 2014 Gamelion. Licensed to and published by Teyon. ©2014 ARTEPIAZZA All Rights Reserved. ©HAYATO MATSUO ©ARC SYSTEM WORKS © Konami Digital Entertainment
©2014 TOMCAT SYSTEM ©2014 D3 PUBLISHER © ARC SYSTEM WORKS © 2014 Sonic Powered Co.,Ltd. ©2014 E-TREKJAPAN ©2014 D3 PUBLISHER
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スター シリーズ:キュートウィッチ
メーカー名 スターサイン

メーカー名 セガゲームス

ジャンル アクション

発売日 2014年4月16日

ジャンル ドライブ

価格 200円
［税込］

発売日 2014年4月23日

空 ぶホウキでお空の

メーカー名 テヨンジャパン

価格 823円
［税込］

えてコンテストに

ブゲームが、 立体視対応で復活。 新
車が追加され、 ５種類のゴールで手

価格 660円
［税込］

発売日 2014年4月23日

タイタニックで起った 人事件を解決せよ！

メーカー名 カプコン

育
発売日 2014年4月23日

価格 2990円
［税込］

シリーズの原点がここに！

を きつつ楽器でリズムも楽しめる 育ゲーム

法 バトルゲーム『逆転裁判』の初
期３作品
『 る逆転』、『逆転裁判２』、
『逆転裁判３』を、 立体視対応や高解
像度化を して１本に収録。 日本語
と英語を切り替えられるので、 セリ
フやシナリオの 味な表現がどう英
されているのかも楽しめる。

名探偵コナン ファントム
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル ビジュアル

ベル
発売日 2014年4月23日

価格 6145円
［税込］

！

大正街を舞台にコナンと平次
が激突するアドベンチャー。 キャラ
クターの視点を切り替えるザッピン
グシステムで
や 拠を集め、
理コマンドバトルで 人を追い詰め
よう。 付 のARカードを読み込み、
コナンと記念撮影も楽しめる。

90

ケージ

Korea

ジャンル アクションRPG

発売日 2014年4月24日

価格 200円
［税込］

お手軽に読めるビジュアルノベルシリーズ第５弾
全13話からなる連作ビジュアルノ
ベルの第５弾。 神の まう 、 多紙
で暮らす高校生、 野
の過ご
す４月の出来事が描かれる。 東京か
ら多紙 に引っ越す原 となった蒼
と再会してしまった
。 彼を る
戦いはさらなる
へ。

数字を手掛かりにマスをぬりつぶ
して絵を完成させるペンシルパズル。
100種類の問題が 々にサイズアッ
プして難しくなるように配置されて
おり、 初心者でも安心してプレイ可
能。 れてきたらクリアタイムの短
縮にチャレンジしてみよう。

SIMPLE DLシリーズ Vol.28
THE 撃英雄
メーカー名 D3パブリッシャー

価格 4752円
［税込］

メイプル ールドを る旅に出よう！

ジャンル シューティング

発売日 2014年4月30日

価格 550円
［税込］

RPG風爽快アクションシューティング！

オンラインゲーム
『メイプルストー
リー』をベースに、新たなマップと物
語が楽しめるアクションRPG。世界
を脅かす黒い影の正体を解き明かす
ために旅立とう。 豊富なキャラメイ
クや着せ替え、 アイテム収集、 チャ
レンジ 題などやり込み要素も満載！

シンプルな操作で敵を撃ちまくり、
必 技で一 する爽快アクションシ
ューティング。 士、 魔法使い、
使いから好きなキャラクターを選び、
聖女を救出すべく戦おう。 戦闘経験
を積むと、 強力な必 技を繰るシル
フやイフリートをおともにできる。

ガバナー オブ ポーカー

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント
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WORKS ©CAPCOM CO., LTD. 2014 ALL RIGHTS RESERVED. © 山
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手軽に楽しめるお絵かきパズル

ぐるぐるたまごっち!

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル ザッピング推理アドベンチャー

東 名探偵激 ！ コナンVS

の

価格 400円
［税込］

女子小学生に人気の雑 『 JSガー
ル』の読者モデルを体験できる作品。
やポーズなどの技術を身につけ、
人気モデルを目指そう。
やポー
ズの練習をする“スマイルチェック”
や“ポーズトレーニング”で、 現実の
モデルに近づく練習もできる。

を きながら楽器でリズムも
取れる、
向け音楽知育ゲーム。
タンバリンやラッパ、 太 などで音
楽遊びを楽しもう。 収録曲は、 げん
こつやまのたぬきさん、 大きな の
の下で、 むすんでひらいて、 かも
めの 兵さん、しゃぼん玉の５曲。

プチノベル

発売日 2014年4月30日

あこがれ！ S読モ体験！

メーカー名 Ne o

価格 100円
［税込］

ーモード”など、新要素もてんこ盛り。

メーカー名 D3パブリッシャー

Ma le Story 運命の少女

メーカー名 ソニックパワード

ボスの討伐を目指す“クエストメドレ

ジャンル パズル

価格 5184円
［税込］

図形を同じ大きさに切り分けるス
ライスパズルゲーム。 用意された図
形は200種類以上の大ボリューム！
30秒間に次々と問題をクリアしてい
く“クイックモード”や10種の 件を
開放していく“ミッション”など、 や
り込み要素も充実している。

ジャンル

楽しめる“バーサスバトルモード”や

SIMPLE DLシリーズ Vol.2
THE イラストパズル

ジャンル モデルシミュレーション

中 性あ れる新感 スライスパズル！

がっき で あそ
たのしい どうよう

221曲、キャラクター60人以上、モ
ンスターも多数追加！ アツい対戦が

喜ぶアイテムを入手できるぞ。

発売日 2014年4月24日

』 楽ゲーム

』シリーズの名曲をバックにプ

レイするリズムアクション。 収録曲

加したり、 ミニ

メーカー名 日本コロムビア

価格 500円
［税込］

豪華客船タイタニック号で起きた
人事件を
するサスペンスアド
ベンチャー。 さまざまな 人事件を
解決してきたラーソン教授とともに
船内を
し、 人の手掛かりを見
つけていこう。 美しく装 された船
内の 設も注目ポイントの１つ。

レクション

をあげたりお

JSガール ドキドキ モデルチャレンジ

メーカー名 アークシステムワークス

極の
『
『

ゲームをクリアすると、 ペンギンが

曲追加され、全５曲から選択可能に。

ジャンル スライスパズル

の221 収録！

風 に入れたりして、 一緒に楽しい
生活を ろう。 ブレイクダンスを教

できる。また名曲と名高いBGMは２

SLICE IT!

価格 4800円
［税込］

ペンギン育成シミュレーション。

に入る４つのパーツでカスタマイズ

メーカー名 アークシステムワークス

発売日 2014年4月17日

かわいいペンギンがペットに！

して好みの魔女っ娘を作ろう。 障害

ジャンル サスペンスアドベンチャー

転

発売日 2014年4月24日

かわいいペンギンに

人

発売日 2014年4月17日

価格 500円
［税込］

ポーツカーで駆けめぐる元祖ドライ

で、子どもでも安心して楽しめる。

ジャンル 法廷バトル

ジャンル シアターリズムアクション

空を散歩するアクションゲーム。

物を避けるシンプルなゲーム性なの

逆転裁判123 成歩堂

発売日 2014年4月23日

ヨーロッパの美しい風景の中をス

の色、 目の形と色、 髪型と色、 シャ
ツ、ズボン スカート、 などを変

発売日 2014年4月16日

メーカー名 スクウェア・エニックス

ジャンル 育成シミュレーション

名作ドライブゲームが新要素と新 を追加して復活

空飛ぶホウキに乗った魔女っ娘で

タイタニック

シアトリズム ファイナルファンタジー
カーテンコール

ペンギンペット3D

3D アウトラン

ジャンル せ

り こうミニゲーム
発売日 2014年4月24日 価格 5119円
［税込］

たまごっちとあこがれの世界旅行！
ロシアでフィギュアスケート、 ハ
ワイでフラ、 ブラジルでサッカー、
インドでカレーなど、 世界旅行をし
ながらご当地にちなんだミニゲーム
を楽しめる作品。 世界のあいさつや
ご当地アイテム、 都、 ランドマー
クなどを学ぶこともできるぞ！

メーカー名 テヨンジャパン

ジャンル シミュレーション カード
発売日 2014年4月30日

価格 500円
［税込］

ポーカーでテキサス を手に！
部 の雰囲気が うテキサス
を舞台としたポーカーゲーム。13の
で開 されるポーカーのトーナメ
ントを制覇していき、 テキサス全体
を 配する“ガバナー”を目指そう。
“クイックゲームモード”でちょっと
した空き時間にも楽しめる。

©SAN-EI SHOBO Publishing Co.,Ltd. ©2014 NIPPON COLUMBIA CO.,LTD. Copyright © 2013 NEXON Korea Corporation All Rights Reserved. Published by NEXON Co., Ltd. ©BANDAI・
WiZ/TV TOKYO・2013Teamたま っちTV ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by indieszero Co., Ltd. JASRAC
9010553080Y43030 ©2014 TOMCAT SYSTEM ©2014 D3 PUBLISHER ©2014 D3 PUBLISHER ©2014 Youda Games. Licensed to and published by Teyon.
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スター

シリーズ:マジックバブル

熱血魔法物語

メーカー名 スターサイン

ジャンル アクションパズル
発売日 2014年4月30日

ARC STYLE: さっかー!!2014

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル アクションRPG

価格 200円
［税込］

発売日 2014年4月30日

の子や女の子をお着 えルームでコーディネート！
魔法の洗

機から出てくる

価格 994円
［税込］

剣と魔法とコブシで うファンタジー
『くにおくん』シリーズがファンタジ

パズルゲーム。 から出現するエレ
メントを集めていろいろなアイテム

クーニー ヴァルフォード（くにお）を
操り、 リッキー（りき）らとともに暗

と交換し、 男の子や女の子を自分好

みにコーディネートしよう。3DSと

スノーモーターレーシング3D
メーカー名 フライハイワークス

脱出アドベンチャー シアワ

の

い

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル 脱出ゲーム

発売日 2014年4月30日

デルデルデルデ

マリオゴルフ ワールドツアー

メーカー名 ジースタイル

なポーズで せ！
迫るトラワレビームを破壊しなが
ら制限時間内に宇宙船から脱出する、
超コミカルな脱出アクションゲーム。
主人公の宇宙人デルデを操り、 華麗
なポーズ“フィーバーアクション”を
キメながら、 飛んで転がって って
宇宙船から脱出しよう！

92

シリーズ:3D ダーツ

ジャンル スポーツ

の

ジャンル ビジュアル

ベル
発売日 2014年5月21日

発売日 2014年5月7日

価格 300円
［税込］

3DSでダーツを手軽に楽しもう！
モーションセンサーを使用し、 実
際にボードを狙っている気分が味わ
えるダーツゲーム。 カウントアップ
で高いスコアを競う“クラシックモー
ド”、 もっともポピュラーな“ゼロワ
ンモード”などを収録し、初心者から
上級者まで幅広く楽しめる。

て3Dの迷宮を

スター

価格 200円
［税込］

お手軽に読めるビジュアルノベルシリーズ第６弾

シリーズ:3D サッカー

ジャンル スポーツ

発売日 2014年6月11日

価格 400円
［税込］

を使ってオリジナルチームを作れるサッカー

全13話の連作ビジュアルノベルの
第６弾。 神の まう 、 多紙 で起
る５月の出来事が描かれる。 土地神
“しろ”を倒す力を得るため、 旅に出
ていた隣 、 酒島 の 神“まよい”
が戻ってきた。 今ここにしろとまよ
いの“神VS神”の戦いが 発する!?

SIMPLE DLシリーズ Vol.29
THE ラインパズル
ジャンル パズル

発売日 2014年5月28日

２種類の操作方法で経験者から初
心者まで手軽に遊べるサッカーゲー
ム。32カ国のチームやMiiを使った
オリジナルチームを いてすべての
相手に勝ち抜き、世界一を目指そう！
ローカルプレイやダウンロードプレ
イを使って、みんなで対戦も可能だ。

ピクロスe5
メーカー名 ジュピター

価格 400円
［税込］

数字をヒントに とつな の線を引く

ジャンル パズル

発売日 2014年6月11日

価格 500円
［税込］

実のピクロス新作問 が150問以上！

数字をヒントに線を引くパズルゲ
ーム。 上下左右に 本線が引かれる
かを した数字を手掛かりに、 線が
分岐したり、 分かれしないように
ひとつなぎの線を引こう。 ボタン、
タッチペンのどちらにも対応してお
り、直感的な操作で誰でも遊べる。

EDGE
ジャンル アクション

発売日 2014年6月4日

破しよう。

メーカー名 スターサイン

150問以上の新作を収録したピク
ロスeシリーズ第５弾。 前作から引
きつづき“ミクロス”、“メガピクロ
ス”、“20×15ピクロス”の全モード
を搭載。 充実のチュートリアルやカ
スタムルールもあり、 シリーズ初心
者でも安心して楽しめる。

ウオキャッチ!

メーカー名 レイニーフロッグ

©2013 CoderChild Published and distributed by Starsign, Inc. in Japan under license from David M rquez de la Cruz in Spain ©2014 Zordix AB. All rights reserved. ©Flyhigh Works
© INTENSE © ARC SYSTEM WORKS ©2014 G-STYLE. All Rights Reserved. © ARC SYSTEM WORKS ©SUCCESS / Beeworks All rights reserved. ©2014 Nintendo / CAMELOT
©2013 EnjoyUp Games Published and distributed by Starsign, Inc. in Japan under license from EnjoyUp Games in Spain
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プチノベル

マリオシリーズのキャラクターで
10コース126ホールを楽しめるゴル
フゲーム。 １人でもみんなでも手軽
にゴルフを楽しめる“マリオゴルフ”
モードのほか、Miiのキャラクターで
世界大会のチャンピオンを目指す“プ
リンセスクラブ”モードもある。

メーカー名 スターサイン

価格 500円
［税込］

り来るビームを

価格 4937円
［税込］

敵を撃破しつつ下画面に地図を書い

ーカル通信を使った対戦も楽しめる。

メーカー名 D3パブリッシャー

マリオの世界でゴルフをプレイ！

スター

ジャンル コミカル脱出アクション
発売日 2014年4月30日

価格 5184円
［税込］

たちがもとの世界に戻るため、 力を
合わせて大冒険！ ペルソナ同士を合

か、 自由な組み合わせでの試合やロ

探偵“小
”のもとに舞い込む
数々の不思議な事件に、 優秀な助手
なめことともに挑む
『おさわり探偵』
シリーズ第３弾。 聞き込みも、
も、気になるところはすべてタッチ。
簡単操作とヒント機能で誰にでも楽
しめるアドベンチャーだ。

物語を読み進めるアドベンチャー
パートと、 謎解きや脱出のための探
索パートが 合したゲーム。 主人公
の時野若 となり、 探索、 分解、 パ
ズル、 情報収集を駆使して、 どんな
願い事でも叶えるという“ い石”に
秘められた真実を解き明かそう。

人!

でテンポのよいサッカーゲーム。 世
界を代表する32カ国のなかからチー

メーカー名 フライハイワークス

メーカー名 任天堂

探索・分解・調 を繰り し、 い石の謎を追え！

脱出

体させて強力なペルソナを作成し、

ジャンル
価格 820円
［税込］

！

心の力“ペルソナ”を使役する
『ペル

ムを選び、 優勝を目指そう。 そのほ

おさわり探偵シリーズ第３弾

ルフ
発売日 2014年5月1日

『P３』『P４』
のキャラクターが異世界で

ファウルやオフサイドといった

技、 クエス

メーカー名 サクセス

全18のコースを舞台に雪上のレー
スを繰り広げる、 スノーモービルレ
ーシング。 ターボブーストを駆使し
て雪上の戦いを勝ち抜こう。 ローカ
ルプレイやダウンロードプレイで最
大６人 加可能な対戦機能もあり、
とことんアツくなれる。

価格 6980円
［税込］

黒に覆われた世界に光を取り戻そう。

おさわり探偵 小
ライジング3
なめこ バナナの夢を見るか

本格派スノーバイクレーシング！

進化した、おてがるカジュアルサッカー！

発売日 2014年6月5日

ソナ３』と
『ペルソナ４』の少年少女

トなど遊びごたえ十分！

発売日 2014年5月1日

価格 510円
［税込］

かなルールをカットした、 シンプル

ジャンル おさわりアドベンチャー

価格 400円
［税込］

メーカー名 アトラス

ジャンル RPG

ーアクションRPGとなって登場！

多彩な仲間や武器、 必

ソフト１組で２人対戦もできる。

発売日 2014年4月30日

発売日 2014年5月14日

を同

じ色に並べて消していくアクション

ジャンル レーシング

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル カジュアルサッカー

ペルソナ
シャドウ オブ ザ ラビリンス

メーカー名 フライハイワークス

価格 400円
［税込］

キューブを転がしゴールを目指す新感 アクション！
シンプルな操作でキューブを転が
すアクションゲーム。 移動や落下を
するブロックなど、 数多くの仕掛け
とトラップをかいくぐり、 プリズム
を集めながらなるべく短時間でゴー
ルを目指そう。 キューブの端でバラ
ンスを取るとボーナスタイム 得！

ジャンル おさ

なキャッチアクション
価格 200円
［税込］

発売日 2014年6月19日

お をとって、とって、とりまくれ！
から飛び出てくる魚を でひた
すらキャッチしていくアクションゲ
ーム。 魚は色によってスコアが異な
っており、 指定スコアに達すればス
テージクリア。 １つのソフトがあれ
ば、 ダウンロードプレイで体験版を
友だちに配信して対戦できる。

© ARC SYSTEM WORKS ©2014 talestune ©Flyhigh Works ©2014 TOMCAT SYSTEM ©2014 D3 PUBLISHER © 2014 Two Tribes Publishing B.V. / Mobigame S.A.R.L. Licensed to
and published by Rainy Frog LLC. ©ATLUS ©SEGA All rights reserved. ©2013 EnjoyUp Games Published and distributed by Starsign, Inc. in Japan under license from EnjoyUp Games
in Spain. ©2014 Jupiter ピクロスは任天堂の登録商標です。 © 2014 Abylight S.L. © Flyhigh Works
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ケージ

モンスター スーパーバトル
メーカー名 カルチャーブレーンエクセル

メーカー名 D T N

ジャンル

ジャンル

モンスター育成 対戦ゲーム
発売日 2014年6月19日 価格 5184円
［税込］

クワガタやカブトムシなど自

3Dオシロ

広く迫力ある音作りを実現し、 音を

もらって以来、 早

フト。ソフト上に搭載された12台の
モノフォニックシンセサイザーが幅

価格 5119円
［税込］

発売日 2014年6月25日

かな

価格 3909円
［税込］

ポケモンの描き方を、らくらくマスター

SIMPLE DLシリーズ Vol.30
THE ナンバーパズル

メーカー名 ソニックパワード

メーカー名 D3パブリッシャー

の冒険

メーカー名 ライドオンジャパン

価格 400円
［税込］

格で70問収録の大ボリューム！
空きマスに１から９のいずれかの
数字を入れるパズル。 と横それぞ
れの と、 太線で囲まれた３×３の
マス内に同じ数字が重複しないよう
にマスを埋めていこう。 仮置きやア
ンドゥ、 中断セーブなど便利機能を
搭載し、誰でもいつでも楽しめる。

発売日 2014年6月25日

価格 648円
［税込］

理を食べて強くなれ！
酒場経営RPG『不思議の国の冒険
酒場』が3DSに登場！ ファンタジー
世界で酒場を経営し、 仲間と冒険に
出かけて食材を入手。 作った料理を
売り、王国一の店を目指そう。10種
類のダンジョンと400の料理のレシ
ピが登場し、やり込み要素満載！

©Culture Brain EXCEL ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2014 Nintendo Pokémon Characters ©2014 Pokémon. ©1995-2014 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
©2014 TOMCAT SYSTEM ©2014 D3 PUBLISHER
© 2014 KORG Inc. © 2014 PROCYON STUDIO CO., LTD. © 2014 DETUNE Ltd. © Fallen Tree Games Ltd © Flyhigh Works
©2014 Sonic Powered Co.,Ltd. ©RideonJapan,Inc. ©Rideon,Inc.
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人気シューティング
『ファンタジー
ゾーン』がパワーアップして再登場。
シリーズ第２作
『ファンタジーゾーン
Ⅱ オパオパの 』リメイク版と、 ス
コアアタックが楽しめる新作
『ファン
タジーゾーンⅡ リンク ループ ラン
ド』
を一緒に楽しめる。

メーカー名

南電機

発売日 2014年7月16日

楽器でリズムも楽しめる 育ゲーム第３弾

界の魔

王 を う異変の真 を調 せよ！

メーカー名 テヨンジャパン

ジャンル パズル

価格 800円
［税込］

超能力を駆使して

特徴の異なる男女２人の主人公を
使い分けながら、 敵を倒して進んで
行くダンジョン探索型アクション第
２弾。 操作性とグラフィックを向上
したことで遊びやすさが格段にアッ
プ！ アイテム収集やチャレンジダン
ジョンなどやり込み要素も満載だ。

ピック ア ジュエル

ジャンル 脱出アドベンチャー
発売日 2014年7月9日

師編～

アクション
価格 1300円
［税込］

を きながら楽器でリズムを
取れる、
向け知育ゲームの第
３弾。 収録曲はももたろう、 きんた
ろう、 あめふり、 かたつむり、 ウサ
ギとカメの5曲。 音楽や画像との触
れ合いを通じて、 リズム感の育成や
ひらがなの習得などが望める。

メーカー名 インテンス

ジャンル ロールプレイングゲーム

オパオパとウパウパの冒険をダブル収録！

ジャンル ダンジョン探索

超科学脱出ストーリー
～
の豪
～

場

価格 823円
［税込］

エクスケーブ ～

育 リズム 絵本
発売日 2014年7月9日 価格 100円
［税込］

を きながら楽器でリズムを
取れる、
向け知育ゲームの第
２弾。 収録曲はおもちゃのマーチ、
ちょうちょう、 どんぐりころころ、
アルプス一万 、くつが るの５曲。
楽曲や楽器の演 回数がカウントさ
れ、子どもの好みがわかる。

不思議の

発売日 2014年7月16日

賞金でガチャを引き、 手に入れた
パーツでマシンを強化する、 見下ろ
し型のレースゲーム。全12種類のコ
ースで繰り広げられるレースは全部
で30種類以上！ すれちがい通信で
すれ違ったほかのプレイヤーのマシ
ンと対戦することも可能だ。

ジャンル

する 育ゲーム

だち”にできる妖怪に一部違いがある。

メーカー名 セガゲームス

ガチャでパーツを集めて最 マシンを目指せ！

メーカー名 ソニックパワード

を きながら楽器を

家』とでは、 遊べるクエストや“とも

ジャンル シューティング

価格 700円
［税込］

ジャンル

アンディ先生と一緒に40種類のポ
ケモンの描き方を学べるお絵かきソ
フト。 ビギナー、 アドバンス、 マス
ターの３つのコースで、 少しずつス
テップアップできる。 自由に絵を描
くモードもあり、 レッスンで身につ
けた技術で新しい作品に挑戦！

すべてがパワーアップ！『元祖』
と
『本

惑う彼

がっき で あそ
たのしい どうよう

育 リズム 絵本
発売日 2014年6月25日 価格 100円
［税込］

みを解決す

る人気RPGの第２弾。新しい妖怪や
舞台が登場するなど、 前作に比べて

3D ファンタジーゾーンⅡダブル

降る世界のなか、
“S i
”
を操作し、 パズルを解いていく純
思 型パズル。 心を落ち着かせる
音と上画面の からしたたる
に
身を ね、 アクション要素やタイム
リミットがないゆっくりしっとりな
パズルで、まったりしよう。

がっき で あそ
たのしい どうよう

メーカー名 任天堂

平。

に与えられた試練とは？

発売日 2014年7月2日

の中 こんなパズルはいかが

だち”になり、みんなの

の気持ちに見て

ジャンル ガチャカスタマイズレースゲーム

価格 300円
［税込］

“妖怪ウォッチ”を使って妖怪と“とも

、 多紙

メーカー名 アークシステムワークス

食いしん ヒーロー、 パックマン
の横スクロールアクションゲーム。
ボタン連打でゴーストに次々と飛び
つき、 連続食いで爽快感も点数も
上昇だ。 ファイアパックやカメレオ
ンパックなど、 ６種類のパワーアッ
プを駆使してゴーストを倒そう。

ポケモンアートアカデミー

まう

ガチャレーシング

メーカー名 フライハイワークス

爽快！ カブりつきアクション！

弾。 神の

見ぬふりをしてきた

音作りの 味と理解を深めてくれる。

ジャンル パズル

来た ！ 妖怪大ブーム！

の６月を遠
平の目線から描く。
バレンタインデーにチョコレートを

できる3Dオシロスコープが

Shizuku

価格 4968円［税込］

全13話からなる連作ビジュアルノ

のムシモンの組み合わせ、 覚える必

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント
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お手軽に読めるビジュアルノベルシリーズ第 弾
ベルの第

ジャンル 横スクロールアクションゲーム

発売日 2014年6月25日

発売日 2014年7月10日

格的な音作りと曲作りを楽しめるソ

目で確

／本家

メーカー名 レベルファイブ

ジャンル RPG

に似た不思議な生き物“ム

パックワールド

ジャンル パズル

妖怪ウォッチ2

価格 200円
［税込］

アナログシンセサイザーによる本

のカスタマイズを楽しもう。

発売日 2014年6月19日

ベル
発売日 2014年6月25日

のアナログシン シミュレータ

界

技、 持たせる強化アイテムで無限

ジャンル イラストレッスン

ジャンル ビジュアル

価格 3800円
［税込］

シモン”を まえ、育成し、バトルを
勝ち抜くゲーム。 チームを組む３匹

発売日 2014年6月19日

の

メーカー名 フライハイワークス

ツール
発売日 2014年6月25日

集めて育ててムシモンバトル！
にいる

プチノベル

KORG DSN-12

発売日 2014年7月16日

客船から脱出！

価格 200円
［税込］

がば回れ！

いいや、 がば げ！
！

コマンド選択式のアドベンチャー
ゲームと脱出ゲームが 合した、 新
感覚脱出アドベンチャー。16歳の超
能力少女、 茜野瞳となり、 タッチス
クリーンを使った探索と 視や念力
を駆使して謎を解き、
空間と化
した豪華客船から脱出しよう。
© 2014 talestune © Flyhigh Works © ARC SYSTEM WORKS
©2013,2014 MECHANIC ARMS
ャラクター
イン 之

©2014 Sonic Powered Co.,Ltd. ©2014 INTENSE ©2014 LEVEL-5 Inc.
©2014 Gamelion. Licensed to and published by Teyon.

キラキラジュエルを３つ以上つな
げて消す、 シンプルなマッチ３系パ
ズルゲーム。制限時間はたったの60
秒。 神経を最大限に集中させ、 ５つ
あるパワーアップアイテムのうちの
３つを活用し、 誰も 得したことが
ない最高スコアを叩き出そう。
©SEGA

95

2018/06/05 16:54

プチノベル 神学の
メーカー名 フライハイワークス

ジャンル ビジュアル

ベル
発売日 2014年7月16日

メーカー名 任天堂

ジャンル リズムアクション

価格 200円
［税込］

発売日 2014年7月23日

お手軽に読めるビジュアルノベルシリーズ第８弾

価格 810円
［税込］

『星のカービィ トリプルデラックス』

に む高校生、 野
が仲間た
ちと過ごす 月の出来事を描く。

が、ステージや仕掛けを加えて登場。
リズムに合わせて進むデデデ大王で

まう

を迎えた多紙

外れの雪が降

に

、 多紙

ガンダムトライエイジSP
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

カードバトル
発売日 2014年7月17日 価格 6145円
［税込］

人

リティ

発売日 2014年7月23日

メーカー名 日本コロムビア

ジャンル ほっ

ゃん
体験ゲーム
発売日 2014年7月17日 価格 5184円
［税込］

っ ランドでたくさん遊んじゃお！

メーカー名 任天堂

発売日 2014年7月24日

最強のコピー能力はどれだ！
『星のカービィ トリプルデラックス』
の対戦アクション“カービィファイタ
ーズ！”が新生！ ソードやカッター
など10種類のなかから能力を選んで
戦おう。 ５つの新ステージ、 １人で
勝ち抜いてボスと対決するモード、
チーム戦などを新録。

仲間を脱出させるアイテム連 アクションパズル！

しかけも敵もたくさん！ 冒険の舞台は
“たまごじま”

ゲームス
法
バトルアクション
発売日 2014年7月31日 価格 6480円
［税込］

“ え”
＋
“ え”
の魔法少女バトルアクション！

ベビィマリオをおんぶしたヨッシ
ーがのんびり、 ときどき いでゴー
ルを目指すアクションゲーム。 み
込んだ敵をタマゴに変え、 敵を倒し
たり仕掛けを解くのに活用しよう。
本体２台とソフト１本があれば６つ
のミニゲームで協力プレイが可能。

SIMPLE DLシリーズ Vol.31 THE 密
からの脱出 ～ 長
のカラオケ編～
ジャンル 脱出 ADV

発売日 2014年7月30日

カラオケルームが密 に。脱出しなくても楽しい！
謎を解きながら脱出を試みるアド
ベンチャーゲーム。 今度の舞台は熱
してストレス発散するカラオケル
ームだ。 実在の店 『カラオケパセ
ラ』の協力により忠実に再現された
内から、 マイクやカラオケ機械な
どに隠された謎を解いて脱出しよう。
©2014 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo

ルプレイで最大４人同時の
ルも楽しめる。

ハピネスチャージプリキュア!
かわルン☆コレクション
ジャンル おしゃれダンス ミニゲーム
発売日 2014年7月31日

闘バト

Castle Clout 3D
戦 キャッスルクラウト
ジャンル 戦

アクション

発売日 2014年8月6日

価格 500円
［税込］

伝説の投石器アクションゲームが復活
人気の攻城戦オンラインゲームを
3DS用にリメイク。 中世のヨーロッ
パを旅して、“バリスタ”などの攻城
兵器で敵城を攻め落とそう。 １人用
のモードのほか、 １台で最大４人一
緒に遊べる対戦モード、 自由に城を
作れるエディットモードも搭載。

CUBIT
ワンボタン ランニング アクション
メーカー名 レイニーフロッグ

ジャンル ワンボタン ランニング アクション
発売日 2014年8月6日

価格 300円
［税込］

ンボタンで遊ぶシンプルなジャンプゲーム

『 ate sta nig t 』
原作のスピンア
ウト作品
『 ate aleid liner プリズ
マ☆イリヤ』
がゲーム化。魔法少女イ
リヤとなり、魔術式を織り込んだ“エ
レメントカード”でデッキを組んで魔
法を発動。 世界の中心“
市”を舞
台に英 たちと戦おう。

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

価格 500円
［税込］

テージをクリアしていこう。 ローカ

地球に取り残されたオーノー星人
の同 を脱出させるアクションパズ
ル。
子や風船などを仲間の通り
道に置き、 な や障害物を回避し
て脱出ポットへ誘導しよう。 雪 や
洞窟、 ジャングルといった秘境に散
ったすべての仲間たちを助け出せ！

メーカー名

©2014 talestune ©Flyhigh Works ©創 ・サンライズ ©2014 SUNHOSEKI CO.,LTD.All Rights Reserved. ©2014 NIPPON COLUMBIA CO.,LTD.
©2014 Genius Sonority Inc. ©2014 Nintendo ©2014 INTENSE ©2014 D3 PUBLISHER「 ニトー」
は、株式会社ニュートンの登録商標です。
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価格 500円
［税込］

ジャンル

価格 4937円
［税込］

ゲーム。 ３種のロボと 種の武器を
使い分けて、100以上もの多彩なス

メーカー名 テヨンジャパン

Fate kaleid liner プリズマ☆イリヤ

メーカー名 D3パブリッシャー

価格 810円
［税込］

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル アクションパズル

電 を
りとしている“電 人間”
を まえ、 チームを組んで冒険する
RPGが“基本無料”になって登場！ ２
体の電 人間から新たな電 人間を
生み出し、 自 のパーティーを作ろ
う。 インターネットに接続して
のイベントを遊ぶこともできるぞ。

メーカー名 任天堂

ボをすべて撃破していくアクション

やベイシスケイプの音楽にも注目！

からの脱出～

のロボバトル！
ロボを操作し、 ステージ上の敵ロ

は剣を取る〜』につづく対戦

島真太郎デザインのキャラクター

発売日 2014年7月30日

ジャンル 横スクロールアクション

簡単操作で

アクション。 システムが
され、
より爽快で奥深いバトルが楽しめる。

オーノーオデッ イ～地

ヨッシー New アイランド

価格 520円
［税込］

DSiで発売の『アクセルナイツ〜

も。

人間シリーズが 本無 で登場！

かわいい『ほっ ちゃん』のゲーム
第２弾。テーマパーク“ほっ ランド”
を舞台に、 自分だけのほっ ちゃん
を作って遊ぼう。 ランドの中にある
22種類のアトラクションはすべてロ
ーカルプレイに対応しており、 最大
４人まで同時に遊べる。

カービィファイターズZ

少年は の 命と戦い 士になる！

ドラマチックな世界を盛り上げる、

ジャンル RPG

モビルスーツカードとパイロット
カードで小隊を組んで戦うデジタル
カードゲーム。 収録カードは1400
枚以上、 総ミッション数400以上、
登場機体数160機以上、 登場パイロ
ット120人以上の大ボリューム！
だけの小隊を組んで、さあ出撃だ！

発売日 2014年8月6日

ゴールを目指そう。『トリプルデラッ

価格 無料
（ソフト内購入あり）

全国のGコマンダーに ぐ！ ニンテンドー3DSで出撃せよ！

っ ちゃん みんなでおでかけ!
ワクワク っ ランド!!

価格 500円
［税込］

が

のRPG FREE!

メーカー名 ジニアス・ソ

ジャンル アクション シューティング

のリズムゲーム“大王のデデデでデン”

“おめん”がもらえる特

SIMPLE DLシリーズ Vol.32
THE バトルロボ ～大
スクランブル～
メーカー名 D3パブリッシャー

クス』
のすれちがい通信を登録すると、

電

ジャンル
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発売日 2014年7月30日

リズムに合わせホップステップスーパージャンプ！

が起きたらしいのだが ……。

発売日 2014年7月23日

ジャンル アクション

全13話からなる連作ビジュアルノ

ベルの第８弾。 神の

ルナイツ2 フルスロットル

メーカー名 アルテピアッツァ

る。 どうやら、 土地神“しろ”に異変

ジャンル 対戦アクション

アク

デデデ大王のデデデでデンZ

価格 5627円
［税込］

みんなで一 に
“かわルンルン！”
しようよ！
！
人気アニメ“ハピネスチャージプリ
キュア!”のダンスゲーム。“おはなし”
でもらえるドレスを着て楽しく ろ
う。“ ハ ピ ネ ス チ ャ ー ジ プ リ キ ュ
ア !WOW!”、“ プ リ キュア メ モ リ ”、
“ガンバランスdeダンス〜 見る
たち〜”の３曲を収録。

横スクロールのシンプルなジャン
プアクションゲーム。主人公CUB T
をタイミングよくジャンプさせ、 障
害物や落とし を避けてゴールへ導
こう。 不死身、 ２ミスまでO 、 １
ミスで
の３つのモードがあり、
前に合わせてゲームを楽しめる。

～

指令魔女ダンジョン
の なら らね なるまい～

メーカー名 アムジー

ジャンル ゲリラ

ステルス

発売日 2014年8月6日

魔女との

アクション

価格 500円
［税込］

に いダンジョンを

せよ！

非力な使い魔クレッセを操作し、
逃げて隠れてだましながら敵を倒す
ゲリラ的ステルス風アクション。 ク
レッセのスタイルを
に合わせて
使い分けることで、 効果的に敵を倒
せる。 全ステージをクリアして、
拠されたダンジョンを奪還しよう。

© 2014 ArtePiazza All Rights Reserved. © Basiscape Co.,Ltd. © 2014 Big John Games. All Rights Reserved. Published in Japan by ARC SYSTEM WORKS © 2013 ひろ まひろし・
TYPE-MOON ・
／
「プリズ
イリ 」
製作委員会 © 2014 KADOKAWA CORPORATION ©ABC・東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2014 MUTAN ©2014 D3
PUBLISHER ©2014 Selectsoft Publishing. All rights reserved. Licensed to and published by Teyon. © 2014 CoderChild Licensed to and published by Rainy Frog LLC. ©2014 AMZY
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魔神少女 -Chronicle 2D ACTメーカー名 フライハイワークス

ジャンル アクション

発売日 2014年8月6日

アクアモーターレーシング3D

3D サンダーブレード
メーカー名 セガゲームス

ジャンル シューティング

価格 400円
［税込］

発売日 2014年8月20日

成長と物語の2Dアクションゲーム

メーカー名 フライハイワークス

ンプルな2Dアクションゲーム。トレ

第

強さを引き継いだ周回プレイやスト

また、 アーケード

ど、やり込み要素も豊富だ。

メーカー名 メビウス

価格 864円
［税込］

勇者が だ！ こっちは生活かかってるんだ！

メーカー名 インティ・クリエイツ

ベル2Dアクション
発売日 2014年8月20日 価格 1960円
［税込］

メーカー名 マーベラス

ジャンル アクション

発売日 2014年8月7日

最 の忍が なのか、教えてあげる

ジャンル RPG

発売日 2014年8月20日

発売日 2014年8月7日

たび

島

編

メーカー名 ソニックパワード

運転シミュレーション
発売日 2014年8月21日 価格 6264円
［税込］

ジャンル

価格 6145円
［税込］

極を超える 極、 に始動！
2000枚のカードと進化したグラ
フィックで大迫力のバトルを楽しめ
る、
『ドラゴンボール』のカードバト
ルアドベンチャー。追加された“アル
ティメットユニバースモード”では、
ストーリーカプセルを集めることで
『GT編』
までの歴史を追体験できる。

98

にっ ん！

島 海 道の運転を楽しもう！
城 のローカル線、 島 海
道の運転シミュレーション。 い車
体が
的な6000形気動車を運転
し、 のどかな情景を楽しみつつ
駅からJR 島神宮駅を目指そう。
間で優秀な成績を収めると、 沿線
にある数々の観光情報が収集できる。

© INSIDE SYSTEM © Flyhigh Works ©Petit Depotto. Development and Publishing by mebius. Registered trademark of Active Gaming Media Inc. ©2014 Marvelous Inc.
©バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©BANDAI ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©SEGA © INTI CREATES CO., LTD. 2014 ALL RIGHTS RESERVED.
© 2010-2014 KEMCO/MAGITEC © 2013-2014 Nicalis, Inc. ©2014 Sonic Powered Co.,Ltd.
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際、 目的のアイテムを素早く見つけ
出す物探しゲームも楽しめる。

メーカー名 Collavier

ジャンル タワーディフェンス

価格 820円
［税込］

発売日 2014年9月3日

な気 の謎に れ！

の

価格 800円
［税込］

り来る敵から

“この世が わる”という予 を実現
しようとする者たちから学校を守り
抜くタワーディフェンスゲーム。 一
も
もあるモンスター“カスモン”
を召喚し、 魔法や地形もうまく利用
して、 画面右から迫り来る凶悪モン
スターたちを撃退しよう。

メーカー名 カプコン

ジャンル カスタム

アクション
価格 2990円
［税込］

発売日 2014年9月4日

お手軽に読めるビジュアルノベルシリーズ第９弾

神級の進化を げたカスタム武 アクション！

全13話からなる連作ビジュアルノ
ベルの第９弾。 神の む 、 多紙
で暮らす高校生、 野
とその仲
間が過ごす８月の出来事が描かれる。
土地神“しろ”の失われた力を取り戻
すべく、 一行は神降ろしの 式を行
うが、事 は思わぬ展開に。

メダロット8
カブトVer.／クワガタVer.
メーカー名 イマジニア

な学校を守り抜け！

ガイストクラッシャーゴッド

価格 200円
［税込］

トレジャーハンターの主人公一家
となり、 宝を見つけ出すべく世界
中を旅するファンタージーRPG。
と夜とで変わる世界、 キャラクター
ごとに異なるイベント、 手に入れた
秘宝を装備できるシステムなど楽し
さ一 の冒険が待っている。

事と力を

資金集めのガレージセールを開いた

物語を読み進めるアドベンチャー
パートと、 密 から脱出する探索パ
ートが 合したゲーム。 主人公の時
野若 は行方不明の友だちを探すな
かで、 数々の事件や現 、 密
を体験する。 探索や分解、 愛用の工
具などを使い、活路を見い出そう。

ベル
発売日 2014年8月27日

庭作りゲーム。

合わせ、 ベンチや
、 花 などを
設置して庭園をリフォームしよう。

カスタムモンスターズ

メーカー名 フライハイワークス

価格 1080円
［税込］

目的の

加

の黒い

密 の に む

ジャンル ビジュアル

トレジャーハンターとなって世界中を冒険しよう！

ドラゴンボールヒーローズ
アルティメットミッション2
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

脱出アドベンチャー

プチノベル

新キャラクターの追加はもちろん、
２人１組のキャラクターを切り替え
ながら戦う“ペアバトル”も追加され、
お色気要素満載の人気アクションが
より奥深く爽快に！ インターネット
通信を利用し、 友だちと協力して強
敵に挑むことも可能だ。

ジャンル カードバトルアドベンチャー

可能な対戦機能を搭載。

ハイスピードな 走感と爽快感が
楽しめるライトノベル2Dアクション。
雷撃を操るガンヴォルトとなり、
神グループの能力者たちと戦おう。
フルボイスによる物語とアクション
中にも会話が展開する“ライブノベル”
が世界観を深く り下げてくれる。

メーカー名 ケムコ

価格 2500円
［税込］

トで一発逆転だ！ 最大６人まで

発売日 2014年8月27日

世界グリンシア

れた大庭園を復活させることが

上を突っ走るレーシング

トでコーナーを攻め、 ターボブース

ジャンル 脱出ゲーム

“蒼き雷霆
（アームドブルー）
”
が導く新たなる神話

神

古びた庭園を自分 みにリフォーム！

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル ライト

価格 700円
［税込］

ゲーム。 によって変わるバイクの
挙動を計算しつつ、 アウトインアウ

るスペシャルモードなどを新録！

アパートを管理・運営する魔王とな
ってモンスターを まわせ、 アパー
トに襲いかかってくる勇者を撃退す
るゲーム。 人のモンスターを育て
て、 最強の魔王軍団を作ろう。 親切
なチュートリアルで、 初心者でも安
心して世界 服を目指せるぞ。

-

バイクで

体の再現やジャ

蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト

ジャンル マンション経営タワーディフェンス

乱カグラ2 -真

作が、超パワーアップして登場。

イロセンサー操作、 真のボスと戦え

メゾン ド 魔王

発売日 2014年9月3日

全24のコースを舞台にウォーター

立体視機能を活かしヘリコプターな
らではの浮遊感を大迫力で味わえる。

題な

ジャンル テーブル 箱庭ゲーム

の さは 上バトルで き ばせ！

攻撃ヘリを操るセガ体感シリーズ

ースやテクニカルスキルなどを活用
し、 どんどんジズーを強化しよう。

発売日 2014年8月6日

ーターバイクレーシング
発売日 2014年8月27日 価格 400円
［税込］

伝説のヘリ・シューティングが復活

園

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル ウ

価格 1000円
［税込］

魔神ジズーを操作して敵を倒すシ

ーリーの裏話などを見られる

Gardensca es つくろう!大

カブトVer.

クワガタVer.

ジャンル RPG

金 生命体“ガイスト”を倒し、 そ
の力を“ガイストギア”として身にま
とうガイストクラッシャーたちの物
語が描かれる
『ガイストクラッシャー』
の続編。 データを引き継いで物語の
つづきを楽しめるほか、 インターネ
ットを利用した協力 対戦も。

く
空
ヒーロー3D

エアポート
空 SKY STORY

メーカー名 ソニックパワード

発売日 2014年8月28日

ジャンル

価格 6264円
［税込］

シミュレーション パズル
価格 6264円
［税込］

発売日 2014年9月4日

き探偵と 代の大怪 が 命の対決
新米探偵ソルトと、 自 を持つロ
ボット“メダロット”のメタビー＆ロ
クショウが怪 団と戦うRPG。冒険
や 理、 進化したロボットバトルを
楽しめる。 バージョンごとに入手メ
ダロットやパーツが異なるが、 すれ
ちがい通信などで補完可能だ。

国 空 を舞台に 空

を楽しもう！

人工島に建設された 空
（
国
際空 ）を すところなく再現した、
空管制シミュレーションパズル。
上司や後輩たちとの わりを楽しみ
ながら管制に挑戦するストーリーモ
ードが新設され、 開 からの歴史や
空にまつわる 知 も多数収録。

©2013 Zordix AB. All rights reserved. ©Flyhigh Works ©INTENSE ©ARC SYSTEM WORKS ©2014 talestune ©Flyhigh Works © Imagineer Co., Ltd. ©2012 Joindots GmbH, Germany
Gardenscapes is a brand of Playrix Entertainment ©Playrix Entertainment Published in Japan by ARC SYSTEM WORKS ©2014 COLLAVIER Corporation. ©CAPCOM CO., LTD. 2014 ALL
RIGHTS RESERVED. ©1998-2014 Copyright TechnoBrain CO.,LTD. ©2014 Sonic Powered Co.,Ltd.
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タートルテイル

2048
メーカー名 レイニーフロッグ

ジャンル パズル

発売日 2014年9月10日

価格 300円
［税込］

発売日 2014年9月17日

海 に

フィック、

ドし、 合体させて2048のタイルを

を撃退し、 島を奪回しよう。 最初か

ちっちゃな ～む Vol.1
ナイトとドラゴンのヒマつぶし
メーカー名 テヨンジャパン

みんなで まもって 士
のトキメキら そでぃ

メーカー名 スターサイン

価格 864円
［税込］

発売日 2014年9月24日

モンスターの進撃から を守り、敵をな 倒せ！

価格 400円
［税込］

ピラミッドに隠された 宝を手に入れろ！

メーカー名 任天堂

ジャンル アクション

発売日 2014年9月13日

メーカー名 ゲームスタジオ
発売日 2014年9月24日

！

任天堂ゲームのオールスターが活
躍する
『大乱闘スマッシュブラザーズ』
シリーズが3DSに登場。 ゲームの枠
を越え、40名以上のファイターが大
集結。アイテムやステージ、BGMな
どもさまざまなゲームから収録した、
大乱闘対戦アクションの決定版！

100

り けアクション
価格 500円
［税込］

シネマティックピンチ り抜けアクション！
謎の島に不時着したトレジャーハ
ンターとなり、 ピンチや罠を乗り越
えつつ脱出するゲーム。 十字ボタン
とABボタンの簡単操作で映画のよ
うなアクションが楽しめる。 リプレ
イ機能やオンラインランキング機能
も搭載し、遊びごたえ十分の一作。

Copyright 2014 Cosmigo. Licensed to and published by Rainy Frog LLC. ©2014 REACTOR. Licensed to and published by Teyon. ©ANCIENT CORP,. 2014 SOUND COMPOSED BY YUZO
KOSHIRO © 2014 Nintendo Original Game © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. Characters © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / INTELLIGENT
SYSTEMS / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Games Inc. / MONOLITHSOFT ©2014 Saturnine Games. Licensed to and published by Teyon. ©ARC SYSTEM WORKS
©2014 Enjoy Gaming Ltd. Published and distributed by Starsign, Inc. in Japan. ©Game Studio Inc. All rights reserved.

3DScat_data_QR1_84-109_2014.indd 100-101

ペンで 的を狙う人気バトル
『タッチ

バトル戦車』シリーズが忍者に変身！
“力の忍者”か“技のくノ一”を選び、ジ

は、 父親に

ャンプや忍術を駆使して妖魔の
を退

い寄られ ……。

れ

しよう。 全80ステージあり、

10面ごとに巨大ボスも登場。

タングラム タングラム
～ もがハマるシルエットパズル～
メーカー名 アークシステムワークス

発売日 2014年9月24日

ジャンル シルエットパズル

価格 300円
［税込］

発売日 2014年10月1日

かっこよく 車を決めるゲームが登場！

価格 500円
［税込］

回して、合わせて、ハメ もう！

車スペースに車を壊さず、 素早
く 車するアクションゲーム。 かっ
こよく 車して手に入れた星を使っ
て車を強化し、 さらにかっこよく
車しよう。 強化 目はタイム、そう
さ、 Pの３種類。 どの 目を強化
するかで車の性能が変化する。

用意されたシルエットにピースを
ハメ込んでパズルを解いていくシル
エットパズルゲーム。600問以上あ
る古代の謎に挑み、
に眠る聖像
“トーテム”を集めよう。 ４種類のゲ
ームモードで初心者から上級者まで
ハマっちゃうこと間違いなし！

公益財団法人 日本漢字能力検定協会
漢検トレーニング

のマグナ
メーカー名 マーベラス

ジャンル 漢字トレーニング
発売日 2014年9月25日

ジャンル シミュレーションRPG

価格 4104円
［税込］

発売日 2014年10月2日

ニンテンドー3DSで目指せ！ 漢検合格！

価格 2500円
［税込］

アクション感 の爽快シミュレーションRPG

過去問や漢検要覧、 四字 語
などを収録した、 漢検協会 同開発
の漢検オフィシャルソフト。 新基
に対応した過去問題で、 本番同様の
合否シミュレーションが可能。 復習
モードや
機能も収録され、 学習
効果と機能性を兼ね備えた１本だ。

ハイキュー!!

ジャンル シネマティックピンチ

価格 5616円
［税込］

いつでもどこでも大

発!!

スライドパッドで移動し、 タッチ

で暮ら

メーカー名 スターサイン

ジャンル アクション

ピラミッドの中で 宝を集め、 脱
出するパズルアクションゲーム。 ダ
イナマイトで壁を破壊し、 で敵を
倒しながらピラミッドを探索しよう。
６つのエリアと54のステージのほか、
専用の Rコードを読み込んで新し
いステージを追加することも。

ピンチ50

ませた

、多紙

メーカー名 イマジニア

しっかり気持ちいいアクションと
スキルカスタマイズで白熱の攻防が
楽しめるタワーディフェンス。 ロー
カル通信で最大４人の協力プレイも
可能だ。 懐かしの８ビットグラフィ
ックと古代 三のこだわりサウンド
を味わいつつみんなで盛り上がろう！

大乱 スマッシュブラザーズ
for Nintendo 3DS

雪としろを

後輩のゆかりに

コンビニの新米オーナーとなり、
お店を経営するシミュレーション。
いい 品を並べて多くのお客さんに
来てもらい、 お金と経験値を稼いで
お店を大きくしよう。 下画面をタッ
チ＆スライドするだけの直感的かつ
簡単な操作で遊ぶことができる。

ジャンル アクションパズル

まう

なることに心境複雑。 そんななか、

あなただけの夢のコンビニを作ろう！

トレジャーレイダー ピラミッドから脱出!

メーカー名 エインシャント

10話。神の

ワールドパーキングプロ

シンプルな操作とワクワクするデ
ザインで、 遊びながら頭の体操がで
きる子ども向けのミニゲーム集。 ド
ラゴンを操ってブロックを移動する
頭 ゲーム“頭 試し”や相手の船を
狙う“海戦ドーン”など、 合計６つの
ミニゲームが収録されている。

ジャンプや忍 を駆使して妖魔と戦え！

す高校生、 野
を中心とした９
月の出来事が描かれる。 神降ろしで

ボーナスステージも多数収録。

経営シミュレーション
発売日 2014年9月24日 価格 800円
［税込］

価格 500円
［税込］

全13話の連作ビジュアルノベル第

らある15のステージのほか、追加の

メーカー名 アークシステムワークス

ナイト ドラゴンと一 に つぶし

発売日 2014年10月1日

お手軽に読めるビジュアルノベルシリーズ第10弾

特徴の横スクロールアクション。
の勇者シェルドンを操作して海 団

ジャンル お

価格 300円
［税込］

ジャンル アクションシューティング

価格 200円
［税込］

に残る音楽と効果音が

コンビニドリーム

者

メーカー名 シルバースタージャパン

シンプルな操作やカラフルなグラ

な1024や難しい4096も遊べる。

発売日 2014年9月10日

ベル
発売日 2014年9月24日

された 島を 回せよ！

前に合わせて、 より簡単

タッチバトル

メーカー名 フライハイワークス

ズルゲームが3DSに登場！ ２や４、

作ろう。

宮の

ジャンル ビジュアル

価格 300円
［税込］

８といった 進数のタイルを、 壁や
ほかのタイルにぶつかるまでスライ

ジャンル アクション

プチノベル

メーカー名 テヨンジャパン

全世界でハマる人続出の話題のパ

発売日 2014年9月10日

回

ジャンル 横スクロールアクション

20 8のタイルを目指す、ハマるパズルゲーム！

ジャンル コレクション

島

!

の

宿屋を舞台にさまざまなヒロイン
と冒険を繰り広げるシミュレーショ
ンRPG。主人公が営む宿屋でヒロイ
ンたちとの 同生活を営みながら、
バトルではアクションゲームのよう
な爽快感と、 シミュレーションゲー
ムならではの戦略性が楽しめる。

きバトルTORE!
伝説の魔宮を
させよ!

!!

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル

ジャンル

バレーボールアドベンチャー
発売日 2014年9月25日 価格 6145円
［税込］

野部 の数だけ

きアクション

発売日 2014年10月2日

がある！

TVアニメ『ハイキュー!! 』がアドベ
ンチャーゲーム化！ 日向、影 、
村、 原、 東 、
ら６人の 野
高校 球部メンバー視点でつづられ
るドラマを体験しよう。 原作再現の
演出や、 スキル発動時の美麗カット
インなど見どころは盛りだくさん！

大人気 V番 『

価格 5119円
［税込］

R 』
の世界を体験しよう！
金のファラ男像を入手すべくク
イズに挑戦するテレビ番組
『 TORE! 』
がゲーム化。 番組に登場する “壁の
間”はもちろん、ゲームオリジナルの
ステージも登場！ 大人気の“ 球の
試練”も楽しめ、 存分に
『 TORE! 』の
世界を体験できる。

©2014 talestune ©Flyhigh Works © 2014 CIRCLE Entertainment Ltd. Published and distributed by Starsign, Inc. in Japan under license from CIRCLE Entertainment Ltd. ©Imagineer Co., Ltd. 「漢
字検定」
・
「漢検」は公益財団法人 日本漢字能力検定協会の登録商標です。 ©
／集英社・
「 イ ュー 」製作委員会・MBS ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©SilverStarJapan ©Moving Player. All
Rights Reserved. Published in Japan by ARC SYSTEM WORKS ©2014 Marvelous Inc. ©NTV ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

101

2018/06/05 16:54

カンフーラビット
メーカー名 賈船

メーカー名 カプコン

ジャンル アクション

発売日 2014年10月8日

価格 600円
［税込］

ジャンル ハンティングアクション
発売日 2014年10月11日

かわいいうさ のカンフーアクション
た弟子たちを救うべく戦うアクショ
ンゲーム。 屋根を飛び移り、 壁を

の“セルレギオス”をはじめ、 亜種や
人気モンスターなどが追加された続

った多彩で爽快なカンフーアクショ

メーカー名 フライハイワークス

きアドベンチャーRPG
発売日 2014年10月8日 価格 300円
［税込］

カンタン操作で本格派！ 謎解きアクションRPG！

の

しむ大人の

い探し

メーカー名 アークシステムワークス

間
探し
発売日 2014年10月8日 価格 500円
［税込］

ジャンル

名画の

が深まる大人の間違い探しゲーム

メーカー名 日本コロムビア

ジャンル ファンタジーRPG
発売日 2014年10月9日

び交う迫力のバトルは

級の冒

価格 5184円
［税込］

とっても可愛らしくて、 コミカル
なハラハラドキドキのファンタジー
ゲーム。伝説のスイーツを作るため、
チョコ犬のストロベリーを操作して
広大な世界で魔法のレシピの材料を
集めよう。 冒険の進め方も仲間たち
が優しく教えてくれるぞ。

価格 800円
［税込］

道具屋さんの店長になり、王国一番を目指そう！

人くずし

メーカー名 テヨンジャパン
発売日 2014年10月22日

ブロック しとインベーダーゲームが奇 の 合

の

ジャンル ビジュアル

ベル
発売日 2014年10月22日

かわいい いぐるみたちとケーキ作りを楽しもう！

SIMPLE DLシリーズ Vol.33
THE 熱血! のラーメン屋
発売日 2014年10月29日

個性豊かな仲間がいっぱいのお仕
事体験ケーキ作りゲーム。 農園で果
物を収穫したり、牛とふれあったり、
たくさんのぬいぐるみと友だちにな
ったりして楽しい日常を体験しよう。
マイルームでは着替えやメイクでオ
シャレを楽しむことも可能だ。

ぐるたん
学英 語／

価格 520円
［税込］

学習

発売日 2014年11月5日

語／大人の英

語

価格 500円
［税込］

目指せ 高のラーメン 人！
ラーメン屋を舞台にした料理アク
ションパズルゲーム。 店主となって
次々と舞い込むオーダーを華麗にさ
ばき、 売上をアップさせよう。 ラー
メンの 切りやトッピング、 中華
での め物などの調理を直感的な操
作でこなし、必 技で刺客を倒せ！

ぐるぐる タッチで 単語がスラスラ えられる
800語以上の英単語を収録した学
習ソフト。四択、 埋め、並び替え、
手書きなど５つの方法で、
を育
てるゲームを遊びながら楽しく英語
学習ができる。 問題の正解 によっ
て変化する、
の見た目や性格も
注目ポイントの１つ。

メーカー名 フライハイワークス

お手軽に読めるビジュアルノベルシリーズ第11弾

校英

メーカー名 メディアファイブ
ジャンル

Aiレース:X

価格 200円
［税込］

りゲーム
価格 500円
［税込］

電車が舞台の 道運転シミュ
レーション。 出
から宝ケ まで
の
本線、 そこから分岐する 馬
線の 着駅・ 馬までを展望 車900
系きららで運転。“全線走破モード”
のほか、 美しくライトアップされた
葉が見どころの夜間走行も収録。

往年の一大ブームを巻き起こした
ブロック しゲームとインベーダー
ゲームが 合したアクションパズル。
見た目は悪ガキ、 心は 心の小悪魔
“ココト”を操作し、 惑星 略を目
む“わるもの宇宙人 エクシリアン”の
攻撃をはね返して撃退しよう。

プチノベル

体験ケーキ

発売日 2014年10月29日

舞台は京 。シリーズ初の 車の運転を楽しもう

ジャンル アクションパズル

モンスタ

を目指せ！

いぐるみのケーキ屋さん
ミニ魔法のパティシエール
ジャンル お

メーカー名 D3パブリッシャー

価格 500円
［税込］

ーランキング１

巻。 大会に

メーカー名 カルチャーブレーンエクセル

運転シミュレーション
発売日 2014年10月23日 価格 6264円
［税込］

RPGの世界で道具屋を経営するゲ
ーム。 兵を ってダンジョンを探
索するかたわら、 アイテムの合成や
注 の対応など店長の仕事は盛りだ
くさん！ 店番をしたり、アイテムを
売ってくれたりする“じい”と一緒に、
王国一の道具屋を目指そう。

ジャンル パズル

山電車編

界

モンスター”

加して経験を積み、

描きおろしイラストも多数収録。

たび

に似た生き物“

を まえて育成し、 ライバルと戦う
RPG。奥深く、ビームや などが飛

用。

メーカー名 ソニックパワード

ジャンル ハイスピードジェットレーシング
発売日 2014年10月29日

価格 250円
［税込］

超ハイスピードレースは異形の進化へ

全13話からなる連作ビジュアルノ
ベルの第11弾。神の まう 、多紙
で暮らす高校生、 野
とその
仲間たちが過ごす10月の出来事を描
く。 この時期、 学生にとって一番の
イベントの学園 。 い、 メイドカ
フェ、あなたは誰と を見て回る？

© NEKO Entertainment. Publishing by COSEN ©SKIPMORE ©URARA-WORKS ©Flyhigh Works ©ARC SYSTEM WORKS ©2014 NIPPON COLUMBIA CO.,LTD. ©CAPCOM CO.,
LTD. 2013, 2014 ALL RIGHTS RESERVED. ©ASOBOX Co.,Ltd. ©Flyhigh Works ©2014 Neko Entertainment. Licensed to and published by Teyon. ©2014 talestune ©Flyhigh Works
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最大８人パーティのバトルを

にっ ん！

メーカー名 フライハイワークス

とってもキュートなチョコ たちが大冒険！
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たちが世界に迫る危機に立ち向かう。

ルズ オブ』世界がつながる の世界
レーヴァリアを舞台に、 人気キャラ

ジャンル

300点以上の名画を鑑賞しながら
間違い探しやクイズが楽しめるパズ
ルゲーム。上下２枚の絵を見比べて、
間違った所をタッチペンで囲んでい
こう。BGMにもこだわっており、絵
画と近い時代に作曲されたクラシッ
クの名曲も一緒に楽しめる。

チョコ のち こっと不思議な物語
ショコラ と魔法のレシピ

編。『モンスターハンター ４』のセー

メーカー名 フライハイワークス

小悪魔ココトの

クワガタやカブトムシなど自

の

ジャンル 育成 ロールプレイング

レトロな世界観の中でモンスター
を倒しながら世界に隠されたさまざ
ま な ナ ゾ を 解 い て い く ア ク ション
RPG。簡単操作で片手だけでプレイ
することも可能。 選ばれし勇者よ、
３体の
像を見つけ出し、 再び魔
王の を
するのだ！

と

最強のムシモン軍 を作り上げよう！

歴代のシリーズキャラが集うシミ

屋さん

発売日 2014年10月22日

価格 300円
［税込］

ュレーションRPG。 すべての『テイ

険に旅立とう。

王

育成 対戦ゲーム

発売日 2014年10月29日

ステムはそのままに、 新モンスター

ブデータを引き継ぎ、 いざ

ンを、簡単な操作で楽しめる。

ジャンル

メーカー名 カルチャーブレーンエクセル
ジャンル

集い戦え。たとえ記 をなくしても……

『モンスターハンター４』の世界やシ

フェアルーン

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント
ジャンル

今、 級の冒険が始まる！

カンフーの達人“カンフーラビット”

走し、 敵を気づかれずに倒す、 とい

モンスター ライト スーパーバトル

な のシミュレーションRPG
発売日 2014年10月23日 価格 5627円
［税込］

価格 3490円
［税込］

を操作し、 邪悪な宇宙人にさらわれ

名

テイルズ オブ ザ ワールド
レーヴ ナイティア

モンスターハンター4G

飛行機型マシン“ジェット”を操作
し、 タイムを競うハイスピードジェ
ットレーシングゲーム。 ハイスピー
ドな世界観が最高の爽快感をもたら
してくれる。 オンラインランキング
に対応しており、 全国のプレイヤー
とコンマ１秒を競うことも。
©いのまたむ
©藤
©Culture Brain EXCEL

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©2014 media5 corporation.

©2014 Sonic Powered Co.,Ltd.

©2014 D3 PUBLISHER

©2014 QubicGames ©Flyhigh Works
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超人ウルトラベースボール
アクションカードバトル ライトバージョン
メーカー名 カルチャーブレーンエクセル

ジャンル スポーツ

発売日 2014年11月5日

クッキングママ
:わたしのスイーツショップ
メーカー名 オフィスクリエイト

価格 500円
［税込］

大 力のバーチャルアクションカードバトル！

うりアクション
発売日 2014年11月6日 価格 4968円
［税込］

ジャンル リズムアクション

発売日 2014年11月13日

スイーツがたのしくかんたんにつくれちゃう！
るお料理アクションゲーム。 スイー

トル ライトバージョン』が、 対戦特

分好みにデザインしたり、 撮影した

本格的“邪道”野球ゲーム
『超人ウルト
ラベースボール アクションカードバ

スイーツをデコパーツで

ルトラプレイを体験しよう。

メーカー名 スターサイン

ジャンル ピンポン

アクション
発売日 2014年11月5日 価格 200円
［税込］

って、 って……気持ちいい！
！

発売日 2014年11月12日

メーカー名 ワーナー

ジャンル アクションアドベンチャー

価格 4536円
［税込］

マスタービルダーとともにサイコーな冒険に出発！
主人公のエメットを操作し、 レゴ
の世界を 配する“おしごと大王”打
倒を目指すアクションアドベンチャ
ー。 バットマンやスーパーマンなど
多数の作品からのキャラクターが登
場！ 日本語音声が収録されており、
お子様も安心して楽しめる。

めざせ!

ート

メーカー名 インテンス

発売日 2014年11月19日

m

ケージ

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント
発売日 2014年11月13日

マ

BlackJack

価格 500円
［税込］

の名に さわしいトランプゲーム

ジュニアスポーツシューズ
『瞬足』
が、 レースアクションゲームとなっ
て登場。 自分好みにチューニングし
たマイ瞬足を武器に全国のランナー
たちと対決し、最強を目指そう！ 短
距離直線、 ジグザグ走など９種類の
種目が用意され、通信対戦も可能だ。

価格 4104円
［税込］

価格 5119円
［税込］

最高で最強の仲間とともに戦え！

種類のポーカー、 ５種類のビデ
オポーカーに加え、 に着くプレイ
ヤーの人数を選択してカジノさなが
らの環境で楽しめるブラックジャッ
クも収録したトランプゲーム。 プレ
イヤーのキャラクターとなるMiiの服
装を変 できる着せ替え要素もある。

プチコン3

SmileBASIC

メーカー名 スマイルブーム

ジャンル ツール

発売日 2014年11月19日

価格 500円
［税込］

プログラムを学んで遊 う

アイアンマンなどアベンジャーズ
の面々にスパイダーマンを加えた６
人とともに、 凶悪ヴィランと戦うバ
トルアクション。 敵との相性や戦
を見極め、 ヒーローを切り替えて戦
おう。 ギャラリー収集やキャラクタ
ー育成など、やり込み要素も満載。

ター

。ヒ

物が脱出に役立

つアイテムに変身するかも!?

ジャンル トランプゲーム

マスターは だ！

ディスク ウォーズ:アベンジャーズ
アルティメットヒーローズ

されている博物

ラメキ次第で、 展

Ultimate Poker

ジャンル 対戦バトルアクション

する学習

ジ ニア

なものが展

ンチャーゲーム。 今回の舞台は、 恐
竜や化石など、 重でおもしろそう

とな

レースアクション
発売日 2014年11月13日 価格 4937円
［税込］

メーカー名 I インスティテュート

マル

ティに富んだ楽曲を収録。 ゲーム中

最強ランナー

最 ・最強の

じ込められ、

謎を解きながら脱出を試みるアドベ

メーカー名 エム・ティー・オー

シカクいアタマをマルくする。 エキスパート漢字
／ジュニアこくご さんすう しゃかい り
か せいかつ／マスター 語
社会 科

さまざまな場所に

の第５作で、 なめこをタイミングよ

めこの着替えも楽しめる。

くまモンのかわいい“あしあとコマ”
で対戦するリバーシが登場！ コンピ
ュータの強さは９段階から選択可能
で、対 中は戦 に応じて50種類以
上のくまモンのアニメーションが楽
しめる。 １台の3DSでプレイヤー同
士の対戦ができるのも しい。

発売日 2014年11月12日

脱出のカギは古代の化石

ジャンル 瞬

価格 200円
［税込］

価格 500円
［税込］

』シリーズ

に手に入るコスチュームで

わくわくどきどき！ 楽しいリバーシ！
！

ジャンル アタマ

発売日 2014年11月19日

く収穫するリズムアクション。 大人
気『なめこのうた』をはじめ、 バラエ

あしあとリバーシ くまモンバージョン

投げる方向や強さを調 し、 ピン
ポン球をカップに入れるアクション
パズルゲーム。 一定時間内のスコア
を競うモードや次々にステージをク
リアしていくモード、 規定のバウン
ド数でクリアしていくモードなど、
豊富な遊び方が用意されている。

LEGO ムービー ザ ゲーム

『おさわり探偵 小

り、 お気

メーカー名 シルバースタージャパン

ジャンル 脱出アドベンチャー

なめこ×リズムでレッツダンシング！

に入りの１枚を作る楽しみもある。

ジャンル テーブル

SIMPLE DLシリーズ Vol.34 THE
密 からの脱出 ～ふしぎ発見! 物 編～

価格 5184円
［税込］

ツをお店に並べて、 たくさんのお客
さんを
にしよう。 スイーツを自

化仕様で登場。 通信対戦で白熱のウ

ケージ

メーカー名 D3パブリッシャー

スイーツ作りとお店遊びが楽しめ

打、 魔球、 ウルトラ守備が楽しめる

ピンポントリックショット

なめこリズム

メーカー名 サクセス

ジャンル おり

野球の駆け引きや、 ありえない秘

発売日 2014年11月6日

おさわり探偵 小

プログラム学習用に開発された初
心者向けの 語
『 BAS C 』
を学べる教
育ソフト。 ペイントやアニメーショ
ンなどの便利なツール、 ゲームや
SE、BGMなどの豊富なサンプルを
見て
することで、 楽しみながら
プログラミング技術を習得できる。

漢字・計 ・ 形の問 を10000問収録！
PIKMIN Short Movies 3D
メーカー名 任天堂

ジャンル アニメーション

発売日 2014年11月6日

価格 500円
［税込］

ピクミンが、アニメーションになった！

日能 が 修した、 解きごたえの
ある漢字 計算 図形問題を10000問
収録した学習ソフト。 手な問題を
復習できる弱点克服機能や解説によ
って、 える力が身につく。 いつの
間に通信で配信される新しい問題を
コレクションすることも。

ピクミンがゲームの世界を飛び出
してCGアニメに！ オリマーが好物
のジュースを作る“真夜中のジュー
ス”、ピクミンが不思議な宝物と出会
う“ビンの中のお宝”、 工事現場で繰
り広げられる大スペクタクル“たいへ
んな一日”の３本を収録。
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ワンピース 超グランドバトル!X
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル 対戦アクション

発売日 2014年11月13日

『

P

価格 6145円
［税込］

』
史上最大のドリームバトルが開 ！
『 ONE P ECE 』
の登場キャラクター
がバトルを繰り広げる超 爽快アク
ション。 最大4人で対戦が可能なの
で、 友だちや家族、 全国の 者とバ
トルで盛り上がれること間違いなし。
本作でしか見ることのできない の
掛け合いやドラマも必見だ！

© WBEI. © New Line.
© SZC lic. to WBIE.
©NICHINOKEN ©IE Institute Co., Ltd.

プチノベル

の

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル ビジュアル

ベル

発売日 2014年11月19日

価格 200円
［税込］

お手軽に読めるビジュアルノベルシリーズ第12弾
神の まう 、 多紙 で暮らす高
校生、 野
とその仲間たちが過
ごす11月の様子を描いた、 全13話
からなる連作ビジュアルノベルゲー
ムの第12弾。選ばれた者たちの想い
は？ 切り てられた者たちの想いは？
最 話直前の 展開に注目だ。

©SUCCESS / Beeworks All rights reserved. ©2014 MTO Inc. ©MARVEL ©
／集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©2014 INTENSE ©2014 D3 PUBLISHER ©2014 INTENSE ©2014 SmileBoom Co. Ltd. ©2014 talestune ©Flyhigh Works
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ケージ

アンパンマンと
タッチでわくわくトレーニング
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

メーカー名 MAG S

ジャンル

ジャンル

育トレーニング
発売日 2014年11月20日 価格 4601円
［税込］

心を

ンの世界を通じて、 日常生活におけ

ちを、

イスなので

た原

る基本的な知 をはじめ、 さまざま
な物事を学べる知育ソフト。 フルボ
りやすい“さん

すみっコぐらし ここがおちつくんです
メーカー名 日本コロムビア

価格 2916円
［税込］

すみっコたちと
“すみっコ生活”
始めませんか

メーカー名 ハピネット

活動アドベンチャー
す
発売日 2014年11月20日 価格 5000円
［税込］

ジャンル

学園のアイドル

くんと 密の 楽活動スタート！

ドラえいご
のび太と妖精のふしぎコレクション
メーカー名 小学館

ジャンル 学習ソフト

発売日 2014年11月20日

サ

ア

ジャンル RPG

価格 2916円
［税込］

“みる”、“きく”、“かく”を繰り返し
て英語に親しみ、 基 的な英語力を
つける学習ソフト。 パズル、 ゲーム
で身につく英単語は600語以上で、
正しい発音を学ぶ学習法も 用。 学
習するほどアイテムやどうぐを集め
られるので、モチベーションが継続！

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル ターン

お
き 戦 バトルゲーム
発売日 2014年11月26日 価格 500円
［税込］

イカの を っぱって、離してぶつけちゃえ！

マイティガンヴォルト

ゲームス
育成シミュレーション
発売日 2014年12月4日 価格 6264円
［税込］

メーカー名

士

発売日 2014年11月27日

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

価格 5400円
［税込］

たとえ人の を っても、 との

発売日 2014年12月4日

を守る

タッチペンで地図を描いて3Dダン
ジョンを探索するRPG『世界樹の迷
宮』
の新シリーズ第２弾が、多数の新
システムを搭載して登場！ 異形の姿
に変身することで秘めた力を発 す
る主人公と、 個性豊かな４人の仲間
たちとの物語が展開していく。

『蒼き雷霆ガンヴォルト』がレトロゲ
ーム風にアレンジされて登場！ シン
プルながら繰り返し遊びたくなる要
素が盛りだくさん。 主人公はガンヴ
ォルト、 えころ、 ベックの３人が使
用でき、 専用のアクションを使って
三種三様の攻略を楽しめる。

ジャンル マネーバトルRPG

発売日 2014年11月27日

馬主兼生産者として競走馬の生産
や調教を行い、 レースに出してタイ
トルや賞金の 得を目指す競走馬育
成シミュレーション。 血統の配合を
工夫し、最強の競走馬を生み出そう。
“インターレース”で全国のユーザー
と所有馬で競い合うこともできる。

ジャンル 3Dアクションアドベンチャー

メーカー名 セガゲームス

ファミコン世代のための2Dアクション！

待ってたよね、こんなダビスタ

パックワールド2

ヒーローバンク2

価格 300円
［税込］

”を描いた物語が始まる。

ジャンル

メーカー名 アトラス

ジャンル 3DダンジョンRPG

との

ダービースタリオンGOLD

～

新 世界樹の迷宮2 ファフニールの

を見極

絆を深めると、正史とは異なる“歴史

ご当地キャラのプロデューサーと
なり、 全国を旅しながらご当地キャ
ラのファンを増やすボードゲーム。
登場キャラは、 海道の“メロン ”
から
の“なんじぃ”まで120以
上！ 駅や名産品を再現したマップな
ので、勉強にもなるかも？

イカたちの足をぎゅ〜とひっぱっ
て、 パッと離して発射して敵を倒し
ていく、 ターン制おはじき風戦略バ
トルゲーム。 ショップでヘルメット
を買って能力を強化したり、 ヒトデ
シュリケンやオスシを使ってバトル
を有利にすることもできる。

発売日 2014年11月26日

の

本一のご 地キャラプロデューサーを目指せ！

GBA用ソフト
『ポケットモンスタ
ー ルビー・サファイア』をもとにした
作品。 メガシンカの謎に迫る物語の
ほか、“ゲンシカイキ”などの新要素
も満載。 伝説のポケモンであるレッ
クウザと、 のポケモンであるデオ
キシスとの激しいバトルにも注目だ。

©
た し／フレー ル館・TMS・NTV ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2014 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2014 NIPPON COLUMBIA CO., LTD. ©
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：ID000002092 ©小学館 ©藤子プロ、小学館、テレビ朝日、シンエイ、ADK ©MAGES. Inc. All Rights Reserved. ©2014 Pokémon. ©1995-2014 Nintendo / Creatures Inc. /
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ご 地
～ご 地キャラと日本

ボードゲーム
発売日 2014年11月27日 価格 2916円
［税込］

S UIDS-ひっぱりイカの大冒険-

沿ったストーリーを進めて武

への就職や転職を目指すあなたへ。

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ホウエン地方の物語
『エピソード デルタ』
が 開

シリーズ第３弾が登場！ 戦

充実の内容。 保険会社や不動産会社

ジャンル ご

メーカー名 インティ・クリエイツ

ドラえもんと一 なら 語は楽しく につく

106

アル

価格 4937円
［税込］

ジャンル アクション

めながら最大４人の武 を切り替え、
敵陣を攻め落としていこう。 史実に

答と解説を収録し試験対策に役立つ

発売日 2014年11月21日

『ドーリィ カノン』
（小学
ちゃお
）
の音楽活動アドベンチャーゲーム！
イケメン男子を女装させて謎のアイ
ドル“カノン”としてプロデュースし、
自分で作 した のオリジナル動画
を作成して、 コンテストでの優勝を
目指そう。

ナー）シリーズ２タイトル。過去問2
回分と頻出重要用語、 講師による解

を探していこう。 衣装や舞台

ー

強き想いが、歴史を動かす
『戦国無双』
の派生作品
『クロニクル』

ズの、 P（ファイナンシャルプラン

メガル

価格 5554円
［税込］

資格学習ソフト『マル合格! 』シリー

とダンスで救うリズムゲー

ポケットモンスター
オメガルビー・アルファサファイア

“ っこにいると落ち着く”という気
持ちをテーマにしたキャラクター『す
みっコぐらし』が3DSに登場。 個性
豊かな“すみっコ”たちのお世話をし
たり、 ミニゲームでアイテムを集め
たりして、 ゆったりほんわかコミュ
ニケーションを楽しめる。

ドーリィ カノン ドキドキ トキメキ
ヒミツの
スタートで ～す!!

人た

敵なステージを作ることもできる。

メーカー名 ポケモン

ジャンル すみっコミュニケーション

発売日 2014年12月4日

P取 でキャリアアップ！ 人生 計のプロに

らされた魔法の国の

無双 Chronicle 3

ジャンル タクティカルアクション

価格 1980円［税込］

パーツを組み合わせ、 自分好みの素

かくタッチペン”も付いてくる！

戦

メーカー名 コーエーテクモゲームス

ム。 助けたお にもらえる素材で衣
装と舞台を作りつつ、 心が らされ

字が読めないお子さま

も安心。お子さまが

発売日 2014年11月26日

とダンスで魔法の国を救おう！

子どもたちが大好きなアンパンマ

3

メーカー名 メディアファイブ

ジャンル 資格学習

コミュニケーション
発売日 2014年11月20日 価格 5980円
［税込］

アンパンマンたちと一 に楽しくトレーニング

発売日 2014年11月20日

マル合格! FP2 平成26-2 年度版／
FP3 平成26-2 年度版

ま コレ
～魔法☆あいどるコレクション～

価格 5550円
［税込］

見つけよう！ お より大 なもの！
！
戦って楽しい、 稼いで楽しい白熱
のマネーバトルRPGの第２弾。主人
公の豪勝カイトを操作して、 謎の集
団“ 服神”を倒す旅に出発だ。 倒し
たライバルを仲間にすれば、“ガッポ
リカンパニー”が成長し、より強力な
ヒーロー着を入手できる。

価格 5119円
［税込］

食べまくりヒーロー見 ！ パックの仲間も 戦だ！
3Dアニメ
『パックワールド』をベー
スとした、 連続カブリつき攻撃でゴ
ーストを食べまくる3Dアクションゲ
ーム第２弾。 アニメの世界観をその
ままに、 シリーやスパイラルとの友
情をテーマにしたゲームオリジナル
のエピソードを楽しめるぞ。
©
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妖怪ウォッチ2 真

バッジとれ～る

メーカー名 レベルファイブ

ジャンル RPG

発売日 2014年12月13日

『

メーカー名 任天堂

価格 4968円
［税込］

きるゲームセンター
発売日 2014年12月17日 価格 無料（ソフト内購入あり）

バッジで

『元祖／本家』との対戦や妖怪の交換

プレイ90円だが、最初の５プレイは

て新キャラクターのスティックスを

を仲間にすることも。

は

メーカー名 ハピネット
ジャンル

ラーアドベンチャー
発売日 2014年12月17日 価格 520円
［税込］

された しき 劇
『T E
いの 病院』につづく、
式会社インテンスによるホラーアド
ベンチャー第2弾。 仮面を った謎
の少女とともに、 まわしき女教師
の襲撃をかわしつつ 校 から脱出
しよう。複数のエンディングがあり、
１つ見るごとに謎が明かされていく。

伝

メーカー名 イマジニア

ジャンル まっ

りコミュニケーション
発売日 2014年12月18日 価格 5184円
［税込］

きゅんバナの主人公になっちゃおう！

メーカー名 オーイズミ・アミュージオ

ジャンル 2D戦

アクションRPG
発売日 2014年12月17日 価格 800円
［税込］

メーカー名 スクウェア・エニックス

ジャンル アクション

発売日 2014年12月18日

らす戦国アクションRPG

メーカー名 スパイシーソフト

発売日 2014年12月24日

』
！

ガ3D

アーカイブス

80以上の楽しいコースとシリーズ初のボス戦に挑戦！
強制的に走りつづけるチャリを操
作し、 ジャンプで や罠を避けつつ
ゴールを目指す人気2Dアクションゲ
ーム。 を放てるドラゴンチャリや
落下ジャンプの技を持つ忍者チャリ
などに変身し、 全ステージ突破して
シリーズ初のボス戦に挑戦しよう。

ジャンル バラエティ

発売日 2014年12月18日

セガ往年の名作８タイトルを立体
視対応で楽しめる！ 収録タイトルは
『スペースハリアー』、『ファンタジー
ゾーン』、『アウトラン』
、
『ベア ナッ
クル』、『ザ スーパー忍 』
、
『エコー
ザ ドルフィン』、『スペースハリアー
3D』、『アウトラン3D』
。

©2014 LEVEL-5 Inc ©2014 INTENSE ©2014 D3 PUBLISHER ©2014 Intergrow Inc. All rights reserved. Development by mebius. © Spicysoft © Yuta Hoshino JASRAC
9009421006Y43030
© 2014 Nintendo ©まいた菜穂/小学館© Happinet © 2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION ©2014 YOSHITAKA AMANO
©SEGA Bare Knuckle MUSIC ©YUZO KOSHIRO Ecco the Dolphin was originally created by Ed Annunziata.
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夢、再び！ ４人の協力プレイでゾンビを倒せ！

も強化されている。

プチノベル

の

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル ビジュアル

ベル

発売日 2014年12月24日

価格 200円
［税込］

お手軽に読めるビジュアルノベルシリーズ完結
全13話からなる連作ビジュアルノ
ベルの最 話。 神の まう 、 多紙
で暮らす高校生、 野
と仲間
たちが過ごす12月の出来事を描く。
11月の事件以来バラバラになってし
まった仲間たち。
は失ったもの
を取り戻すべく最大の勝負に出る。

ジャンル 資格学習

発売日 2014年12月24日

ジャンル レーシング

発売日 2014年12月24日

3

ドリル

価格 2800円
［税込］

どんな 種でも役立つ 記の

ナイフやハンドガン、 ライフル、
手 弾、
放射器といった多彩な
武器を駆使し、 凶悪なゾンビたちと
戦うパニックアクションゲーム。 自
分好みに強化した武器を手に、 ロー
カル通信で最大４人同時の協力プレ
イを楽しむことができる。

を につけよう！

場所や時間を選ばず資格を学習で
きる『マル合格! 』シリーズの 記対策
ソフト。 大 業から個人 店まで幅
広く活躍する人気の資格を手軽に学
習できる。 最近の 向を まえた
問題や弱点克服モードなど、 短期
間で得点を伸ばす要素も満載。

く
3D 成

メーカー名 賈船

最新技 のレトロスペクティヴ！

を選択可能になり、 グラフィック面

メーカー名 メディアファイブ

トイスタントバイク

価格 4298円
［税込］

問に。 また、 解答画面のぬりアニメ

マル合格!

価格 1000円
［税込］

『ファイナルファンタジー』がアクシ
ョンRPGとして登場！
作品の主
人公を操作し、 最大４人同時のロー
カルプレイで強敵に立ち向え。 召喚
獣やジョブといった 来の要素に加
え、 連携やモンスターの仲間化など
の新要素で１人でも楽しめる。

メーカー名 セガゲームス

価格 600円
［税込］

ゾンゲリパニック ナイトメア
メーカー名 ジースタイル

ともに え！ 新たな
『

と好きなモードで遊べるようになり、
スペシャル問題を含めると実 300

眺めているだけでも癒される、 リ
ラックマのお世話ゲーム。 リラック
マたちと触れ合いつつ、 部屋の 様
替えや着せ替えを楽しめる。 ほかに
も８種類のミニゲームで遊んだり、
オリジナルのARコードを使ってリラ
ックマたちと一緒に撮影も可能だ。

ジャンル パニック ゾンビ アクション

価格 4860円
［税込］

妖怪や怪物が 配する戦国時代を
救うべく敵を倒しまくる、 見下ろし
型2Dアクション。最初に選択できる
主人公は だけだが、D Cで忍者や
、
を追加できる。 自由度が
高いキャラクター育成やレアアイテ
ム収集など、やり込み要素も豊富。

DX3 タイムライダー

リラックマたちと過ごす、まったりスローライフ

雑 『ちゃお』
（小学 ）で人気の少
女まんが『 １ ２歳。』の 愛アドベン
チャーゲーム！ 主人公の花日や結衣
になってドキドキの初 を体験！ ク
リスマスデートや学 会の話など、
このゲームだけのきゅんバナ体験が
できるエピソードも満載。

FINAL FANTASY EXPLORERS

つの問題をピクロスとメガピクロス

“リリック”に立ち向かおう。

リラックマ なかよしコレクション

コイ アドベンチャー
発売日 2014年12月18日 価格 5000円
［税込］

『ピクロスe 』シリーズの第６弾。１

使い分け、 仲間をさらった強大な敵

入れ替わるので要チェック！

１２歳。 ～ んとのキモチ～

問 数は実 300問に！

ソニックが謎に満ちた島々を駆け抜
ける。 テイルスやナックルズ、 そし

無料だ。 遊べるバッジキャッチャー

メーカー名 D3パブリッシャー

108

を大冒険！

価格 500円
［税込］

新ブランド
『ソニックトゥーン』が

3DSの OMEメニューを好きにデコ
レーションできる。 プレイ料金は５

ジャンル

発売日 2014年12月17日

仲間を救うため、最強チームが

発売日 2014年12月24日

3DSに登場！ 超音速ハリネズミの

SIMPLE DLシリーズ Vol.35 THE 呪い
の 校 ～呪いの仮面と双 の少女～

ジャンル アクション

価格 5378円
［税込］

ッチャーゲーム。 入手したバッジで

黒

を

ジャンル パズル

ョン。 限定妖怪として、 ヒカリオロ

はもちろん、 ３作品の連動で強力な

チャリ

発売日 2014年12月18日

ボタン１つで操作するバッジキャ

チ ヤミキュウビや怪魔が仲間になる
ほか、 映画と連動した物語を収録。

われし 校 に

メーカー名 ジュピター

ジャンル アクションアドベンチャー

メニューをデコ！

『妖怪ウォッチ2 』の３つ目のバージ

ピクロスe6

メーカー名 セガゲームス

ジャンル バッジがゲット

本家』
に ぐ、３バージョン目
『真 』
！

史戦

ソニックト ーン
アイランドアドベンチャー

ンター

空
エアポートヒーロー
ALL STARS

ケージ

メーカー名 ソニックパワード
ジャンル
価格 500円
［税込］

過激なスタントを

に決めよう！
おもちゃのミニチュアバイクを操
し、 家の中でスタントを楽しめる
レーシングゲーム。 巨大なソファー
やトイレを越えて、 ウィリーなどの
アクロバットな技を華麗に決めよう。
世界中のプレイヤーとタイムを競え
るランキングも用意されている。

シミュレーション パズル
価格 6480円
［税込］

発売日 2014年12月25日

成 国 空 で 空

を楽しもう！

空の
として多くの 空機が飛
び交う、 成 空 の 空管制シミュ
レーション。 実際に就 している国
内外の 空会社13社から協力を得て
リアルな 空管制を実現。 シリーズ
最大級の20ステージに加え、クリア
すると
の隠しステージも遊べる。

©SEGA ©2014 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©Imagineer Co., Ltd. ©2014 G-STYLE. All Rights Reserved. ©WobblyTooth Ltd. Published by COSEN Co., Ltd. ©2014 Jupiter ピ
クロスは任天堂の登録商標です。 © 2014 talestune © Flyhigh Works ©2014 media5 corporation. ©1998-2014 Copyright TechnoBrain CO.,LTD. ©2014 Sonic Powered Co.,Ltd.
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Outer World
20th Anniversary Edition

ハネカエリーノ
メーカー名 テヨンジャパン

ジャンル パズル

ニ ン テ ンド ー 3 D S オ ー ル ソ フト カ タ ロ グ

2015

発売日 2015年1月14日

メーカー名 ビヨンド インタラクティブ

ジャンル アクションアドベンチャー

価格 400円
［税込］

発売日 2015年1月21日

シンプルでエレガントな新感 ブロック し

価格 800円
［税込］

葉も通じ 異世界を くアドベンチャー

弾みつづけるボールを同じ色のブ

ロックにぶつけて

葉の通じない異世界に飛ばされ

すアクションパ

てしまったレスター教授を操り、 数

ズル。 罠を避けながら、 ボールの色
を変えるブロックやボールを転 す

多の 難を乗り越えていくアクショ
ンアドベンチャー。 グラフィックは

るブロックを使って全ブロックを

1992年に発売された
『アウターワー

そう。 ステージを自作できるエディ

ルド』を忠実に再現したものと、 高

ットモードもあり、末 く楽しめる。

6

1

公益財団法人 日本漢字能力検定協会
漢検トレーニング
1
1 2 ／ 2 ／3 ／4 ／
5 ／6 ／
／8 ／9 10

UNLIMITED

メーカー名 エープラス

シューティング
発売日 2015年1月7日 価格 500円
［税込］

ジャンル

メーカー名 イマジニア

全方 シューティングとアドベンチャーの 合

発売日 2015年1月14日

［税込］ 4

5

600円［税込］ 6

６種類の ウィルス弾を使い分け、
迫り来る敵性ウィルスから日本の電
気的仮想空間“電 ”を守るシューテ
ィング。 それぞれの ウィルス弾は
６人の人工知能少女が管理しており、
ステージを進めるごとに彼女たちと
の
も親密になっていく。

カラフリラックス

育
1 2
2 3 800円
8 9 10 300円［税込］

ジャンル
価格 1

7

発売日 2015年1月7日

価格 6458円
［税込］

漢
（オトコ）
なら で語れ

ジャンル パズルアクション

価格 500円
［税込］

2

発売日 2015年1月15日

ドリル

メーカー名 メディアファイブ

ニンテンドー3DSで 目指せ！ 漢検合格！

ゲームの合間に 記の

を につけよう！
あらゆる業種で活躍できる 記の
資格を、 誰でも手軽に学習できるソ
フト。 講師による解答と解説が付い
た144問の
問題と仕 問題のほ
か、 弱点克服モードや用語集といっ
た短期間で得点をアップできる学習
モードが５つ収録されている。

サンゴクストーリーズ

ハコを使った らめきパズルアクション

価格 4536円
［税込］

ハリウッドでも実 できない夢の

価格 700円
［税込］

ちょっと遊んでもらいたい三国
三国時代を生きた武 となり、 戦
場を駆けるドラマチックアクション
ゲーム。 一 討ちやスニーキング、
探索、 防衛などをとおして、 さまざ
まな武 たちのエピソードを体験し
よう。 このゲームをプレイしたら、
あなたもきっと三国 を好きになる！

ジャンル RPG

発売日 2015年1月22日

価格 6458円
［税込］

懐かしくて新しい
“ニュークラシックRPG”

ジャンル RPG

発売日 2015年1月21日

『

かつて神々が暮らした国があった
とされる場所に、 突如現れた謎の島
アヴァロン。 人のキャラクターか
ら主人公を選び、 地図を作りながら
島の謎を解き明かしていく。 足音や
風の音などの効果音にもこだわって
おり、 場感を高めてくれる。

THE KEEP
～呪われしクリスタルの迷宮～

メーカー名 スクウェア・エニックス

ジャンル ドラマチックアクション

がここに

アイアンマンやウルヴァリンなど
のマーベルキャラクターたちが集結！
未 有の脅威に された地球を救う
ために、 マーベルのヒーローやヴィ
ランの多彩な能力を駆使して立ち向
かおう。 個性豊かなキャラクターた
ちの会話も必見。

不思議なハコ“キュービィ”を操り、
壁も も攻撃も、 ハコを出して乗り
越えるパズルアクション。 サクサク
進める173のステージを収録し、
きずにテンポよくたっ り遊べる。
ハコの 約や王 集めなど、 同じス
テージをやり込むことも可能だ。

FINAL FANTASY

©2014 A PLUS ©2014 Cypronia. Licensed to and published by Teyon. ©2014 media5 corporation. ©Imagineer Co., Ltd. 「漢字検定」「
･ 漢検」
は公益財団法人 日本漢字能力検定協会の登録
商標です。 ©POISOFT ©2015 Gamelion Studios. Licensed to and published by Teyon Japan ©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2015 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo
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価格 680円
［税込］

を収録。 間違えた問題の復習やワン
タッチで
を引く機能など、 効
的かつ の高い学習が行える。

発売日 2015年1月14日

発売日 2015年1月22日

メーカー名 フリュー

平成24年 定の新
基 に対応
した漢検オフィシャルソフト。 過去
問題集で合否シミュレーションが可
能なほか、 漢検要覧や四字 語

メーカー名 ポイソフト

価格 2800円
［税込］

ジャンル アクションアドベンチャー

レジェンド オブ レガシー

メーカー名 任天堂

マル合格!

110

メーカー名 ワーナー

ハコボーイ!

リラックス度満点の色彩とサウン
ドトラックを楽しみながら心身を癒
すパズルゲーム。 解き方はいたって
簡単で、 同じ色のピースを合わせる
だけ。 制限時間や得点のない全460
のステージを、 自分のペースでゆっ
くりと１つずつクリアしていこう。

発売日 2015年1月7日

発売日 2015年1月15日

版のモードを選択可能。

LEGO
マーベルスーパー ヒーローズ ザ ゲーム

人気アクションアドベンチャー『
番長』が3DSで新生！ 不 の 窟
“
島高校”に入学した 比 大
となり、 三年間の学校生活をとおし
て最強の番長を目指そう。 一新され
たタンカバトルや 音の演出で爽快
感は極限までパワーアップ！

合わせ

美しい 楽と 彩が ら を える癒やし系パズル

ジャンル 資格学習

メーカー名 スパイク・チュンソフト

ジャンル アクションアドベンチャー

3

メーカー名 テヨンジャパン

ジャンル パズル

長6～ソウル ブラッド～

画

メーカー名 アークシステムワークス

価格 1080円
［税込］

』
シリーズの原点がここに！
全世界で人気のRPG『ファイナル
ファンタジー』シリーズの原点を3D
対応でリメイク。 クリスタルに導か
れし４人の若者となり、 失われつつ
ある四大元素の力を取り戻すべく旅
立とう。 もちろん、 リメイク作品の
追加ボスやダンジョンも完全収録！

ジャンル ダンジョンRPG

発売日 2015年1月28日

価格 1200円
［税込］

した探索を楽しめる3DダンジョンRPG
無数の怪物や危険なトラップが待
ち構えるダンジョンを探索する3Dダ
ンジョンRPG。敵との戦闘やトラッ
プの発動はすべてリアルタイムで進
行するため、 一瞬の判断が生死を分
かつ。 ダンジョンの奥にいる邪悪な
魔術師ワートリスを打倒せよ！

© 1987,2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ©2014 The Digital Lounge. Developed by Martial Hesse-Dreville Eric Chahi. All Rights reserved. Another World, Out of this
World, Outer World are registered trademark of Eric Chahi. Published by Beyond Interactive. © 2013 The LEGO Group. TM © 2013 MARVEL Subs. ©WBEI. (s13)
©FURYU Corporation. ©2014 CINEMAX s.r.o. All rights reserved. Published in Japan by ARC SYSTEM WORKS
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デビルサバイバー2
ブレイクレコード

アイコンパズル タッピンゴ
メーカー名 フライハイワークス

ジャンル パズル

発売日 2015年1月28日

メーカー名 アトラス

価格 300円
［税込］

発売日 2015年1月29日

での

さまざまな色のカラーブロックを、

ドを埋めていき、 アイコンを作り上
げる“アイコンパズル”。 タッチとス
ることができる。 用意されたステー

南電機

アクション
発売日 2015年1月28日 価格 500円
［税込］

激

戦士 ナゲルンダー

メーカー名 シルバースタージャパン

ジャンル アクション

発売日 2015年1月28日

価格 500円
［税込］

エースコンバット 3D クロスランブル +
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント
価格 3024円
［税込］

天堂コラボ機体で出撃せよ！
『エースコンバット 3D クロスラン
ブル』に、マリオやクッパをイメージ
した任天堂スペシャルコラボ機体な
どの追加要素をプラス。Ne ニンテ
ンドー3DSにも対応しており、Cス
ティックや R、 ボタンを駆使し
た操作を楽しめる。

112

ンチャー。 オリジナルストーリーで

的に移動する“そなえモン”の安全を

略者に強

は原作で明かされていない
トーリーが展開される。

メーカー名 任天堂

ロストヒーローズ2

発売日 2015年2月5日

価格 5076円
［税込］

ポケとる
ジャンル パズル

価格 無料
（ソフト内購入あり）

パズルでバトル！ ステージクリアでポケモンゲット！

月が 落して滅亡すると３日前に
引き戻されるパラレルワールド“タル
ミナ”。主人公のリンクは滅びを目前
に えた３日間を 度もループしな
がら、 月の 落を食い止める手段を
探し求める。ニンテンドウ64版に新
要素を追加したリメイク作。

いろいろなポケモンが登場するパ
ズルゲーム。 同じポケモンを３匹以
上つなげて野生のポケモンにダメー
ジを与え、 決められた手かずで倒せ
ればポケモンゲットのチャンス！ メ
ガシンカするポケモンも登場し、 強
力な効果を発 してくれるぞ。

KAMI

価格 6145円
［税込］

メーカー名 フライハイワークス

メーカー名 任天堂

発売日 2015年2月18日

価格 無料
（ソフト内購入あり）

ジャンル パズル

とりどりの （

びのPAZURU

）
をめくる

!!ウデジマン

忍者から いたパズルに挑め
直線 に移動するテンを導き、 す
べてのマトを通過させるパズル。 一
見簡単な謎解きだが、 カラクリを駆
使しなければならないパズルが多く
歯ごたえは十分。 また、 自分でパズ
ルを作ることができ、 作ったパズル
は Rコードで出力することが可能。

一

2

メーカー名 Collavier

ジャンル データカードバトル
発売日 2015年2月18日

ソフト

ルールを学べる入 モードがある
ので初心者も安心して遊べる
ソ
フト。 無料でも楽しめるが、 会員
を購入し“プレミアム会員”になると
プレイ回数の制限がなくなったり、
対 成績に応じて段
定を受けら
れるなど多彩な特 が得られる。

コミック

メーカー名 タカラトミー

価格 500円
［税込］

でも気軽に楽しめる

さまざまな 様の描かれたステー
ジを、 紙をめくって１つの色へと整
えていくパズルゲーム。 下画面のマ
ス目をタッチして隣接するマスをめ
くっていき、 指定されたステップ数
以内にステージ全体をひとつの色に
できればクリアとなる。

イジン

メーカー名 賈船

ジャンル

発売日 2015年2月18日

価格 300円
［税込］

ヒーローのなかから好きな４人を
選んでパーティを編成し、 ダンジョ
ンを攻略するRPG『ロストヒーロー
ズ』の続編。 本作では新たに『ウルト
ラマンギンガ』
、
『仮面ライダーウィ
ザード』、
『機動戦士ガンダムUC 』な
どからヒーローが 戦している。

発売日 2015年2月10日

を守り抜いてパーフェクトを目指せ！

発売日 2015年2月18日

滅 を繰り す世界に迷い んだリンクの旅路

力 われしヒーローたちが 望に立ち向かう

ジャンル パズル

確保しよう。 すべての“そなえモン”

メーカー名 ポケモン

ジャンル アクションアドベンチャー
発売日 2015年2月14日

ッシュで敵やギミックに狙いを定め
てぶつかり、 ゴールに向かって自動

撃のス

ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 3D

回転

©2014 Goodbye Galaxy Games ©2014 CIRCLE Ent. ©Flyhigh Works ©2013-2015 MECHANIC ARMS
ャラクター
イン 之
©SilverStarJapan All trademarks and copyrights
associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.
©JAPAN SPACE IMAGING CORPORATION ©DigitalGlobe, Inc., All Rights Reserved. ©Nintendo ACE COMBAT® 3D CROSSRUMBLE
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©ATLUS ©SEGA All rights reserved. ©
( 刊
チャンピオン)／
ルGR製作委員会 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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のオリジナルストーリーまで楽しめ
る大ボリュームのアクションアドベ

大人気コンテンツ『弱 ペダル』の
完全オリジナルストーリーがフルボ
イスで楽しめる自転車アドベンチャ
ーゲーム。 ４日間の合宿でトレーニ
ングし、レースで勝利を目指せ！ 総
高校だけでなく、 根学園の視点
からでもプレイできる。

敵をつかまえて投げ飛ばす、 かた
やぶりな攻撃で突き進む 快アクシ
ョン。 難易度は３段階用意されてい
るため、 アクションが 手な人でも
安心して楽しめる。 進め、 激投戦士
ナゲルンダー！ 悪の組織“ブラック
ハラス”を打ち破れ！

発売日 2015年1月29日

突如現れた異形の悪魔や

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

敵をつかまえ、ぶん投げて 撃だ！

ジャンル フライトアクション

引っ ってから離すとダッシュ！ ダ

と箱 学園の合 風 をフルボイスでお け！

ジャンル ヒーローRPG

先生

主人公のねこがみさまをタッチで

修

転車アドベンチャー
発売日 2015年1月29日 価格 6145円
［税込］

押し寄せる敵の れをなぎ倒しな
がらダンジョンを探索する、『エクス
ケーブ』シリーズ第３作。ダンジョン
は自動生成されるため、 回異なる
展開を楽しめる。 インターネットラ
ンキングに対応しており、 全国のプ
レイヤーと競い合えるぞ。

ねこがみさまを引っ ってダッシュ！

ストーリーに加え、

ジャンル

を駆け上がれ！

価格 400円
［税込］

版に、 その後を描いた物語を追加し

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル ダンジョン探索

まであるか い れない夢

日への

っ りアクション

発売日 2015年2月18日

完全フルボイス＆原作を再現した

かけて戦う。

ペダル

ジャンル

フルボイスの大 アクションアドベンチャー

襲された日本を舞台に、 生き残りを

ジはなんと100以上！

編～

と選 の物語
た決定版。 悪魔を使役する能力を得
た13人の悪魔使いの１人となって、

ライドだけでアイコンをサクサク作

メーカー名 トムクリエイト

アクションADV
発売日 2015年2月11日 価格 3024円
［税込］

『デビルサバイバー２』のオリジナル

決まった長さだけ伸ばしてフィール

エクスケーブ ～運命の夢

ひっぱり～ニャ!

の

ジャンル 大

価格 6458円
［税込］

極

真

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル シミュレーションRPG

タッチ スライドの簡単操作でアイコンを作ろう！

メーカー名

つの大

価格 無料（ソフト内購入あり）

ちで敵の大 を ち取れ！
古き時代を生きた偉人の を現代
によみがえらせて戦うカードゲーム。
別売りのカードに記されたソウルコ
ードを読み取り、 バトルに使うイジ
ン、 マシン、 ブキを集めて、 自分の
チームを強化しよう。 バトルでは敵
の大 を討ち取ったほうが勝利だ。

ジャンル マンガ

ツール

発売日 2015年2月25日

価格 1000円
［税込］

パ ーアップして ってきたマンガ 作ソフト
3DSで 画やイラストが描ける
『コ
ミック工房』に集中線やグラデーショ
ンなどの多彩な新機能を追加。 より
快適にマンガ制作に取り組めるよう
になった。完成したマンガはSDカー
ドに保存して、 友だちに見せたり
SNSなどで公開しよう。

©石森プロ･テレビ朝日･ＡＤＫ･東映 ©石森プロ･東映 ©創 ･サンライズ ©
プロ ©Moragami Publishing in JAPAN by COSEN ©
･講談社/
「
の
」
製作委員会･MBS ©BANDAI
NAMCO Entertainment Inc. © 2000-2015 Nintendo ©State of Play ©Flyhigh Works © TOMY ©TOM CREATE 2015 ©2015 Pokémon. ©1995-2015 Nintendo/Creatures Inc. /GAME
FREAK inc. Developed by Genius Sonority Inc. ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。ニンテンドー3DSのロゴ･ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。
©2015 Nintendo ©2015 Collavier Corporation.
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マー ナリーズサーガ2

ガンマンストーリー2

メーカー名 ライドオンジャパン

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル シミュレーションロールプレイング
発売日 2015年2月25日

発売日 2015年3月4日

多数の ニットを操作して敵を倒せ！

一 でナゾの

さまざまな惑星を

り来る戦国武 からお城を守れ！

にかけて戦い

戦国時代を舞台としたディフェン

などの要素によりユニット育成の自

アルとサウンドで彩られた本作だが、

オンズとの戦いへと身を投じる。 自

になると敵軍や自軍の規

ていく横スクロールガンマンアクシ
ョン。 ウェスタンテイストなビジュ

～Go to the to ～

恐しいモンスターから

ジャンル コミカルアサシンアクション

のコルダ3 フルボイス S ecial
メーカー名 コーエーテクモゲームス

発売日 2015年3月5日

メーカー名 小学館

発売日 2015年3月19日

お気に入りのパーティでダンジョンに挑め！

楽しく書いて字をマスター！
ひらがなや漢字を書いて、字魔
（じ
ま）
と対決する書き取りバトルゲーム。
書いた字の書き順、とめ・はね・はら
いの正確さなどが字魔への攻撃力に
なる。 レベルは
園〜小学6年生
まで選択可能。 ゲームを楽しみなが
ら正しい 字を身につけよう。

プリティーリズムの全コーデが3DSに登場！

発売日 2015年3月5日

ジャンル アクションパズル

価格 2916円
［税込］

レゴ ブロックでできた街を

発売日 2015年3月19日

せよ！

あらゆるものがレゴ ブロックで
できた街を舞台に、 新米
官のチ
ェイス・マケインが 闘するアクショ
ンアドベンチャー。 チェイスは変装
することで特殊な能力を使用できる。
に応じて変装を使い分けて街で
起こる事件を解決へと導こう。

©RideonJapan,Inc. ©Rideon,Inc. ©2015 Gamelion. Licensed to and published by Teyon.
ャラクター
イン／
©コーエーテクモゲームス All rights reserved. ©小学館©藤子プロ･小学館 ©2015
H rberg Productions ©Flyhigh Works ©
/集英社･NAS･ テニスの 子 プロジェクト ©FURYU Corporation. ©ATLUS ©SEGA ©Spike Chunsoft Co., Ltd. LEGO® City Undercover The Chase
Begins software © 2013-2015 TT Games Publishing Ltd. Produced by TT Games under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob con gurations and the Mini gure are
trademarks of the LEGO Group. © 2013-2015 The LEGO Group. Nintendo properties used with permission. All Rights Reserved. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo. © 2013-2015 Nintendo.

アクションシューティング
価格 600円
［税込］

おと の国に れたゾンビを

！

おとぎの国に大量発生したゾンビ
の れを蹴散らすアクションシュー
ティング。 プレイできるキャラクタ
ーは 太郎、 ドロシー、 アリス、 白
雪姫の個性豊かな４人。 ゾンビはも
ちろん、 建物も攻撃で破壊可能。 撃
って撃って撃ちまくれ！

パズルボトル
ジャンル パズル

発売日 2015年3月25日

価格 400円
［税込］

3DSを さまに持って絵を完成させよう
3DSを上下逆さまに持ってプレイ
するユニークなパズル。 タッチスク
リーンのカラータイルをタイミング
よくタッチして、 グラスボトルにタ
イルを落として絵を完成させよう。
海、 、 電車など、 さまざまなジャ
ンルの絵を収録している。

マル合格! 医
求

メーカー名 任天堂

ジャンル アクションアドベンチャー

おと

発売日 2015年3月25日

アーケードゲーム『プリティーリズ
ム』の1450種類以上ものコーデを自
由に組み合わせて、 プリズムショー
やリズムゲームで遊ぶことができる。
また、全10話のオリジナルストーリ
ーでは、 ら らとヒロがプリズムシ
ョーにデビュー！

マリオvs.ドンキーコング
みんなでミニランド

メーカー名 任天堂

価格 4937円
［税込］

価格 3758円
［税込］

『世界樹の迷宮』と
『不思議のダンジ
ョン』シリーズのコラボレーションに
より生まれ変わったキャラクターメ
イクRPG。入るたびに地形や仕掛け
が変わる“不思議のダンジョン”に、
『世界樹の迷宮』でおなじみの職業で
キャラクターを編成し挑む。

レゴ シティ アンダーカバーチェイス
ビギンズ

メーカー名 アークシステムワークス

メーカー名 レイニーフロッグ

ジャンル コーデ リズムゲーム

価格 6980円
［税込］

ゾンビ パニック
イン ワンダーランド DX

3-E組のクラスメイトと協力して
せんせーを暗 するコミカルアサ
シンアクション。 ステージ内を逃げ
回る せんせーを、 武器や罠を駆使
して制限時間内に追い詰めよう。
せんせーを操作して生 から逃げ回
るミッションもプレイ可能だ。

メーカー名 タカラトミーアーツ

女性向け 愛・育成シミュレーショ
ンゲーム
『金色のコルダ』シリーズが
3DSで登場。 転校してきた主人公が
オーケストラ部の生 と全国大会の
優勝を目指す。 愛対 キャラクタ
ーは12人。人気声優陣によるフルボ
イスシナリオを楽しめる。

のび太の漢字大作戦

ライフをエンジョイ

プリパラ プリティーリズム プリパラ
でつかえるおしゃれアイテム1450!

世界樹と不思議のダンジョン
ジャンル ダンジョンRPG

を楽しもう

クラスメイトとともに

わちゃバトルが楽しめる。

ジャンル

価格 6145円
［税込］

主人公である新人女性記者は、U
17日本代表選手30名のなかから
ナンバーワンの を争う“新世代プレ
イヤーズグランプリ”のインタビュア
ーに選ばれる。 日間という限られ
た取材期間のなかで選手たちの情報
を集め、交流を深めよう。

メーカー名 アトラス

育成シミュレーション
発売日 2015年2月26日 価格 5554円
［税込］

ジャンル

甘い 愛や と の

発売日 2015年3月12日

アニメ
『新テニスの王子様』
の 愛アドベンチャー

名無しの勇者を操作して未知なる
“フログネストの ”に生息するモン
スターを倒すアクションRPG。モン
スターや巨大なボスを倒してトレジ
ャーやコインを入手したら、 よりよ
い装備品やアイテムを購入して名無
しの勇者を強化しよう。

!!

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

アドベンチャー
発売日 2015年3月5日 価格 6151円
［税込］

な を守れ！

せんせー大

が大きく

なっていくため、 大軍同士のわちゃ

ス型の３種類から選択可能。

暗

メーカー名 フリュー

大軍を、 兵の攻撃や 軍の召喚、
計略などを駆使して守り抜け！ 後

機はスピード型、 パワー型、 バラン

想天外な展開も見どころ。

新テニスの王

価格 400円
［税込］

人公はスカイファイターと呼ばれる
戦闘機に乗り込み、 機械生命体セリ

パンダに乗ったり恐竜を倒したりと

ジャンル
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機 生命体・ リオンズから人類を守れ！

価格 400円
［税込］

スゲーム。 お城へと押し寄せる敵の

メーカー名 テヨンジャパン
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タワーディフェンス

発売日 2015年3月25日

を繰り広げる3Dシューティング。主

リーグ オブ ヒーローズ

発売日 2015年2月26日

価格 700円
［税込］

ガンマンのクライブを操作して倒し

でユニットを強化させられる。

ジャンル 学習ソフト

者に立ち向かえ！

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル 戦

る多数のユニットを操作して敵ユニ

由度が高く、 やり込みを重ねること

ドラも

発売日 2015年3月11日

宇宙から襲い来るナゾの 略者を、

ットを倒していくシミュレーション
RPG。スキル習得やクラスチェンジ

発売日 2015年2月25日

ジャンル シューティング

価格 300円
［税込］

士隊隊長クロードをはじめとす

ジャンル アクションRPG

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル ガンマンアクション

価格 500円
［税込］

サムライディフェンダー

ザ スカイファイターズ～トリウム戦 ～

能力 定試験 医科

メーカー名 メディアファイブ

価格 3024円
［税込］

おもちゃのマリオたちをゴールまで導こう！
自動で歩くおもちゃのミニマリオ
やミニピーチたちを、 仕掛けを動か
して制限時間内にゴールまで導くア
クションパズルゲーム。 用意された
ステージで遊ぶ以外に、 自分で好き
なパーツを選んでオリジナルのステ
ージを作ることもできる。

ジャンル 資格学習

発売日 2015年3月25日

医 事 の

価格 1000円
［税込］

を手軽に につけられる
問題の繰り返しで効 的に学
習できる
『マル合格! 』シリーズ。この
ソフトでは医 事 を3DSで手軽に
学習することができる。 練習問題の
成績や、 分野ごとの理解度ランクか
ら自分の実力を的確に
。 弱点を
確実に克服しよう。

© Big John Games. All Rights Reserved. Published in Japan by ARC SYSTEM WORKS ©松井
／集英社・アニメ「
」製作委員会 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©T-ARTS / syn Sophia
©T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PRR製作委員会 ©T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PP製作委員会 ©T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PP2製作委員会 ©2015 Nintendo ©Link Kit, Inc.
©Flyhigh Works ©Akaoni Studio All rights reserved. Published by ARC SYSTEM WORKS ©2015 Bplus. Licensed to and published by Rainy Frog LLC. ©2015 media5 corporation.
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黒

LEGO バットマン3
ザ ゲーム ゴッサムから

のバスケ 未来へのキズナ

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

メーカー名 ワーナー

ジャンル キセキのバスケアクションゲーム
発売日 2015年3月26日

発売日 2015年4月2日

“キ キの世代”
をとりまく新たなキズナの物語

らめきと きのヒーロー

ンとスーパーマンが

試合中は必

ム・シティを越えて宇宙へ！ 地球外

技のド派手な演出が盛

りだくさん！ 自分だけのドリームチ
ームで優勝を目指そう。

メーカー名 スクウェア・エニックス

発売日 2015年4月2日

『ドラゴンクエスト』
シリーズ初の 楽ゲーム

メーカー名

発売日 2015年3月26日

価格 5184円
［税込］

なっしーの

ゲームス

発売日 2015年4月2日

で 撃するパズルゲーム！

大空を舞台に繰り広げられる物語

ふなっしーがご神 である の
や兄弟たちを守るために戦うパズル
RPG。同じピースを３つそろえてふ
なっしーにパワーを注ぎ込み、 び
声で攻撃しよう。 特別なピースを消
すことでさまざまな必 技を繰り出
せる。録りおろしのボイスも必 ！

SIMPLE DLシリーズ Vol.36
THE 密 からの脱出 ～
れ!

編～

メーカー名 D3パブリッシャー
発売日 2015年4月1日

価格 500円
［税込］

る密 と化した 道の旅
さまざまな“密 ”からの脱出を試
みる
『密 からの脱出』シリーズ。 本
作の舞台となるのは 道車両だ。 特
車や駅の構内、 台 車などの
車や 設に じ込められてしまっ
た主人公は、 その場にあるアイテム
を使って脱出を試みる。
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SIMPLE DLシリーズ Vol.3
THE 巨人
ジャンル 横スクロールランニングアクション
発売日 2015年4月8日

価格 600円
［税込］

巨人となって街や を破 しながら駆け抜けろ！
プレイヤーは巨人となって街を
み し、 々をなぎ倒しながら日本
中を駆け る。 物を壊せば壊すほど
スコアが稼げ、 壊した物の価値が高
いほどスコアをより稼げる仕組みに
なっている。 ありとあらゆるものを
壊しながらゴールを目指そう。

©藤
／集英社･ 子のバスケ製作委員会 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2015 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. Developed by indieszero
Co., Ltd. ©
っしー ©Imagineer Co., Ltd. ©2015 INTENSE ©2015 D3 PUBLISHER © 2014 The LEGO Group.
© DC Comics.
© WBEI. (s14)
© 2010-2015 Nintendo / MONOLITHSOFT ©2015 KADOKAWA GAMES / PROPE ©E-TREK JAPAN ©D3 PUBLISHER
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発売日 2015年4月8日

対戦機能も搭載している。

メーカー名 D3パブリッシャー

価格 500円
［税込］

ジャンル アイテム探しアドベンチャー
発売日 2015年4月22日

ハンマーで いやつらをこらしめろ！

価格 600円
［税込］

女子高生探偵が難事件に挑む！

海 放
“ラジオハンマー・ステ
ーション”の人気DJが、 音楽に合わ
せて戦うリズムゲーム。 ３人の個性
豊かなDJたちを操って、ゾンビや宇
宙人、 巨大ロボットなどの破天荒な
悪者たちをサウンドに乗って巨大ハ
ンマーでこらしめよう！

くらの 日 戦
アドベンチャー～

ジャンル アドベンチャー

発売日 2015年4月15日

自称探偵の女子高生、 白部真実が
学校内で起こるさまざまな難事件を、
アイテムを探しながら解決していく
アドベンチャー。 アイテム図鑑や制
限時間内に見つけたアイテムの数を
競うスコアアタックモードなど、 や
り込み要素も充実。

Shizuku Memory

～

メーカー名 フライハイワークス

ベル

価格 600円
［税込］

『 くらの

間戦 』
がゲームで登場

360度に広がる空を自由自在に冒
険できるスカイ・アドベンチャー。天
空世界ガルーダに襲い来る機械帝国
ナーガの機械兵。“空を駆け飛行する”
能力を備えた人型ロボットのロデア
を操り、 機械兵との闘いに身を投じ
て大空へと飛び立とう。

メーカー名 D3パブリッシャー

ジャンル 脱出アドベンチャー

ジャンル リズムアクション

メーカー名 D3パブリッシャー

価格 5184円
［税込］

全国のプレイヤーと対戦できる通信

SIMPLE DLシリーズ Vol.38 THE アイ
テム探し ～女
生探偵 真 の
～

ラジオハンマー

Wiiのソフトとして発売された
『ゼ
ノブレイド』 をNe ニンテンドー
3DS専用ソフトとしてリメイク。 突
如として現れた機械生命体“機神兵”
に
される人々の命運やいかに？
始まりから わりまでシームレスに
進行するバトルにも 目せよ。

ジャンル スカイ アドベンチャー

3DSでも楽しめる！ チュートリア
ル機能が充実しており、 これからバ

れる、ボリューム満点の内容だ！

人々の命運は、１本の
“神剣”
に された

ロデア ザ スカイソルジャー

メーカー名 イマジニア

ディファイトを遊ぶ初心者も安心。

700種類以上ものポケモンを集めら

メーカー名 アークシステムワークス

『ドラゴンクエスト』シリーズ初のリ
ズムアクションゲーム。『ドラゴンク
エスト 』〜『ドラゴンクエストⅩ』
のなかから厳選して収録された楽曲
は、 すぎやまこういち 再 修のこ
だわり音源を使用している。 かわい
いビジュアルも必見。

ブシャー!!
ふなっしー VS DRAGONS

アルファサファイア』までに登場した

生命体ブレイニアックの魔の手から

価格 3996円
［税込］

トレーディングカードゲーム
『フュ

ーチャーカード バディファイト』が

ドン、ゲンシカイオーガはもちろん、
『ポケットモンスター オメガルビー・

Newニンテンドー3DS専用

バディと一 にライバルとファイト！

メガシンカポケモンやゲンシグラー

チームとヴィランたちが 同戦線を
って大活躍。 舞台はやがてゴッサ

Newニンテンドー3DS
Xeno lade ゼノブレイド

価格 5378円
［税込］

おもちゃのポケモンたちが大 れ！

地球を守り抜こう。

ジャンル RPG

価格 6264円
［税込］

感的にポケモンを操作できる爽快アクション

いるヒーロー

メーカー名 任天堂

ジャンル シアターリズムアクション

メーカー名 フリュー

発売日 2015年4月16日

ゴッサム・シティを舞台にバットマ

挑む完全オリジナルストーリー。 バ
スケットゲームは自分の手で操作し、

ジャンル パズルRPG

大戦！

フューチャーカード バディファイト
の 熱ファイト!
ジャンル バディファイトシミュレーター

価格 無料
（ソフト内購入あり）

学校の垣根を越えたチームで大会に

ドラゴンクエスト

ジャンル アクション

発売日 2015年4月8日

価格 4536円
［税込］

“キセキの世代”のメンバーたちが、

発売日 2015年3月26日

メーカー名 ポケモン

ジャンル アクションアドベンチャー

価格 6145円
［税込］

シアトリズム

みんなのポケモンスクランブル

へ

ジャンル パズル

発売日 2015年4月22日

価格 300円
［税込］

アクション要素なしの

理 の大ベストセラー『ぼく
らの 日間戦争』
をアドベンチャーノ
ベルゲーム化。 原作で描かれた名シ
ーンの数々が
とグラフィックで
よみがえる。 物語の途中には選択肢
が登場し、 選択によって結末が変わ
るマルチエンディングとなっている。

GIRLS MODE 3

キラキラ☆コーデ

メーカー名 任天堂

新ひゅ～ストン
メーカー名 ポイソフト

ジャンル わがままコーディネート
発売日 2015年4月16日

型パズルゲーム
（S i
）を操作してステー
ジをクリアしていくパズルゲーム。
アクション要素やタイムリミットが
なく、 純 にパズルと向き合って思
できる。 さびれた
のような家
屋を舞台に、 パズルを解きながら記
憶をたどっていく。

ジャンル

価格 5076円
［税込］

オシャレをまるごとプロデュース！
『わがままファッション G R S
MODE よくばり
!』
の続編にして
シリーズ３作目となる作品。 セレク
トショップの店長、 美容師、 メイク
アップアーティスト、 モデル、 デザ
イナーの５つのお仕事で街のみんな
をもっとオシャレに！

アクション

発売日 2015年4月22日

価格 500円
［税込］

スリリングな

感 を体験！
を落ちる石の視点を楽しめる
落下アクションゲーム
『ひゅ〜ストン』
の続編。 前作と比べて落とす石は倍
以上、 プレイできる
は４倍と大
幅にボリュームアップしている。 ス
ライドパッドのみで操作できるので
感覚的にプレイできる。

©2015 Pokémon. ©1995-2015 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. Developed by Ambrella. © VINYL LAB / ARC SYSTEM WORKS ©Osamu Souda 2011 ©Shin Hashimoto
2011 Printed in Japan ©KADOKAWA ©D3 PUBLISHER © 2015 Nintendo / syn Sophia
©bushiroad All Rights Reserved. ©相棒学園/テレビ愛知 © FURYU Corporation.2015
©E-TREK JAPAN ©D3 PUBLISHER ©Fallen Tree Games Ltd ©Flyhigh Works ©POISOFT
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脱出アドベンチャー 呪いの

3D ベア ナックルⅡ

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル 脱出ゲーム

発売日 2015年4月22日

死

メーカー名 セガゲームス

ジャンル 格

アクション
発売日 2015年4月28日

価格 820円
［税込］

“ いの数 ”
の謎を解き明かせ！
教

の黒

誰かの日記

メーカー名 サクセス

あの
『ベア・ナックルⅡ』
が新要素を追加して復活！

の謎に時野若

え真実を解き明かそう。

が

メーカー名 テヨンジャパン

ブレイブリー カンド

発売日 2015年4月23日

価格 6458円
［税込］

い魔女とモコモコフレンズ

メーカー名 日本コロムビア

価格 5184円
［税込］

見習い魔女とマペットが繰り広げる物語
かわいいぬいぐるみのようなマペ
ットは、実はとっても危険な生き物。
見習い魔女のモコは、 そんなマペッ
トを人々の生活に役立てるために操
るマペットマスターを目指す。 マペ
ットマスターとして修練を積み、 マ
ペットを育成していこう。
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く
3D

発売日 2015年4月28日

空 の 空

発売日 2015年5月13日

PUZZLE
DRAGONS
SUPER MARIO BROS. EDITION
ー・オンライン・エンターテイメント
価格 4320円
［税込］

マリオがパズルバトルで大冒険！
『パズル＆ドラゴンズ』と『スーパー
マリオブラザーズ』がコラボレーショ
ン！ たくさんの敵キャラクターを仲
間にでき、 変身や強化などでキャラ
クターを育成できる。 クッパにさら
われてしまったピーチ姫をパズルバ
トルで救出しよう！

メーカー名 任天堂

ジャンル シミュレーションシューティング
発売日 2015年5月14日

価格 5076円
［税込］

気パ ーでエイリアンを殲滅せよ！
舞台は 気機 が高度な発展を遂
げたもう１つの世界。 そこはエイリ
アンの 略を受け世界中が大 乱に
っていた。 ゲームはターン制のシ
ミュレーションシューティングとな
っており、 隊員の視野を切り替えな
がら戦 を
するのが
味だ。

激

メーカー名 ライブレイジ

！

Code Name: S.T.E.A.M.
リンカーンVSエイリアン

を楽しもう！

!アルバイターKOJI

メーカー名 オフィスクリエイト

ジャンル タイムアタックアクションゲーム

価格 500円
［税込］

つの“広場”の購入が可能になる。

空管制に 点を当てたシミュレ
ーション。
空 は離着陸数が非
常に多く、 日本 指の忙しい空 。
その
空 の 空管制を3DSで味
わえる。
空 に就 する実在の
空会社の協力を得て12社が集結す
るオールスター版。

ジャンル アルバイトアクション

価格 300円
［税込］

発売日 2015年5月20日

を り取るクサカリアクション！

お誕生日やクリスマスなどの特別
な日に、3Dデコレーションカードを
友だちと交換できる。 背景、 フレー
ム、 スタンプを組み合わせてカード
を作ろう。『みんなのおしゃべりチャ
ット』
（ 2013年7月24日配信）があれ
ば遠くの友だちにもカードを れる。

発売日 2015年4月29日

ケージ

シバ カーリーの伝説
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DESIGN Akihiko Yoshida. ©2015 NIPPON COLUMBIA CO., LTD. ©SEGA MUSIC©YUZO KOSHIRO ©SilverStarJapan Copyright © UPR Corporation. 2014 All Rights Reserved. ©2014
WaiS Co., Ltd. ©GungHo Online Entertainment, Inc. ©Nintendo
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空
エアポートヒーロー
ALL STARS

シミュレーション パズル
発売日 2015年4月30日 価格 6480円
［税込］

価格 500円
［税込］

クリアすると、 バラエティ豊かな４

神様を救い出そう。

メーカー名 ソニックパワード

オリジナルカードを友だちと

ジャンル パズルRPG

所に登場するボスをミ

ジャンル

ーピーアール

ジャンル コミュニケーション

メーカー名 ガン

ジャンル コミカルキュートなファンタジー

れた

スライドパッドで自機を移動し、
タッチペンで狙いをつけて攻撃する
戦車バトルゲーム
『タッチバトル戦車
3D 』の３作目となる作品。 今作の自
機は変形機能を搭載した２台の戦車
で、 攻撃型のブレードタイプと回避
型のブーストタイプが選べる。

『ブレイブリーデフォルト』からつづ
くストーリーを描くRPG。世界の危
機を救ったアニエスは、 突如現れた
グランツ帝国 帝と名乗る男にさら
われてしまう。 ジョブとアビリティ
の組み合わせによるカスタマイズ性
の高さは今作でも 在だ。

発売日 2015年4月23日

こう。 無料の“はじめてコーナー”を

すパズル。 ブロックを引いたり押し
たりしながらゴールへの道を切り開

ニゲームで打倒していき、 連れ去ら

新機能の変形を使いこなせ！

メーカー名

さらわれたアニエスを取り戻せ！

見

り広げる。

みんなのデコレーションカード

メーカー名 スクウェア・エニックス

ジャンル RPG

ダウンを奪うだけであらゆる敵を倒

ジャンル 戦車アクションシューティング

かわいいポニーをペットとして飼
育する育成シミュレーション、 自分
好みのポニーに素敵な名前を付けて、
お世話してあげよう。 パズルやレー
スなどのミニゲームも盛りだくさん。
コンテストではトリックをクールに
決めて優勝を目指そう。

じ込められた子どもを助けるた

代の船 市から 話の世界に乱入し
て、 ハチャメチャなストーリーを繰

システムが追加された。

ポニーとかけがえのない時間を過ごそう

ブロックを して引いてゴールを目指そう！
めに、 マロを操作してゴールを目指

せる“ノックダウンモード”などの新

発売日 2015年4月28日

ブシャー！
誰でも楽しめるシンプルな横スク

ロールアクション。 ふなっしーが現

メーカー名 シルバースタージャパン

価格 500円
［税込］

価格 無料
（ソフト内購入あり）

ックルⅡ』がセガ3D復刻プロジェク

タッチバトル戦車3D-3

ジャンル 育成シミュレーション

話の世界で

ジャンル パズルアクション

発売日 2015年5月13日

価格 5184円
［税込］

トで登場。 ４人のキャラクター全員
を順番に使用できる“カルテット”や、

を乗り越

ポニーペット3D

メーカー名 任天堂

ベルトアクションゲーム
『ベア・ナ

……。 学園内のありと

挑む。 事件や不可解な現

アクション
発売日 2015年4月30日

価格 864円
［税込］

、 グラウンドの地面、

校で流行する怪

ク出ス ヒッパランド

ジャンル

あらゆる場所に突如として浮かび上
がる“ いの数 ”。 立 魔学園高

発売日 2015年4月22日

アクション!
ふなっしーの
なお なっしー

への

激しく くアルバイトアクション！

このゲームがニンテンドー3DSで
発売されたことが
ともいえる怪
作！ ルールは簡単で、クサを る
快感に時間を れて 頭してしまう。
モードは全50面からなる“ミッショ
ン”と“エンドレス”の2つ。 って
って って りまくれ！

ダイナマイト ジョニー

発売日 2015年5月13日

ビッグな男を目指す主人公のコー
ジを操作し、 さまざまなアルバイト
にチャレンジするアクションゲーム。
アルバイトはラーメン屋、 アイスク
リーム屋、 ハンバーガーショップな
ど全部で５種類。 客の注 を素早く
正確にこなしてお金を稼ごう。

マル合格! 社

メーカー名 スターサイン

ジャンル アクション

価格 500円
［税込］

士試験平成2 年度版

メーカー名 メディアファイブ

ジャンル 資格学習

価格 500円
［税込］

弾を回収して

発売日 2015年5月20日

を救え！

世界 国の名所に仕掛けられた爆
弾を、 ジャンプパックで飛びながら
回収しよう！ 敵を倒したり、トラッ
プを解 しないと回収できない爆弾
もあるため、 攻略パターンを える
ことが重要だ。 また、 自分でステー
ジを作ることもできる。

手軽に

価格 2800円
［税込］

士資格学習が行える
問題の繰り返しで効 的に学
習できる
『マル合格! 』シリーズ。この
ソフトでは社 士を3DSで手軽に学
習することができる。 ３年分の過去
問や頻出重要用語を収録しており、
すべての問題に講師による解答・ 解
説が付いている。

©
っしー ©SUCCESS ©1998-2015 Copyright TechnoBrain CO.,LTD. ©2015 Sonic Powered Co.,Ltd. ©LIBRAGE ©2014, 2015 Owned by Two vesix Ltd. Licensed by Enjoy Gaming
Ltd. All Rights Reserved. Published and distributed by Starsign, Inc. in Japan under license from Enjoy Gaming, UK. ©2015 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS ©2015 OFFICE CREATE
©2015 media5 corporation.
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にっ ん！

たび

メーカー名 ソニックパワード

メーカー名 任天堂

運転シミュレーション
発売日 2015年5月21日 価格 6264円
［税込］

ジャンル アクションパズル

ジャンル

最古の

新 ロロナのアトリエ
まりの物語
～アーランドの
士～

Dr. MARIO
ギャクテン!

編

発売日 2015年5月31日

路線の旅

３つのモードでウイルスを 滅！

実写映像による走行シーンが楽し

める
『

道にっ

ーズの第４弾。 今作では米原駅〜
生川駅を走る近
道が舞台となっ
行性能の違いや運転

、 サウンドの

メーカー名 アークシステムワークス

2Dアクション
発売日 2015年5月28日 価格 4500円
［税込］

血2Dアクション時代劇！

メーカー名 ポ

トライブクルクル THE G ME

発売日 2015年5月31日

アトリエ』が収録されるなど、PS3

メーカー名 エープラス
ジャンル

クールダンスアクション
発売日 2015年5月28日 価格 5627円
［税込］

ダンスムーブをクールに決めろ！

をつかせ ノンストップカードバトル！

テレビアニメ『トライブクルクル』
が3DSでダンスアクションとしてゲ
ーム化。 主人公のハネルを操り、 リ
ズムに合わせてダンスムーブを決め
てステージをクリアしよう。 ステー
ジを進めることで、 新たな仲間が増
えたりダンスムーブがゲットできる。

ミク Project mirai でらっくす
メーカー名 セガゲームス

メーカー名 セガゲームス

ジャンル 3Dリズムアクション

と 法のファンタジーSRPG
発売日 2015年6月4日 価格 3229円
［税込］

ジャンル

価格 5378円
［税込］

m

』
はでらっくす！
ねんどろいどの初音ミクたちが登
場する『 Pro e t mirai 』シリーズの
決定版。 過去作ではオリジナル動画
を再現していた一部のPVをすべて
ねんどろいどが登場するものにモデ
ルチェンジ！ 本作用にリアレンジし
た楽曲も楽しめる。

の力で世界を救うシミュレーションRPG
ファンタジーの世界を舞台とした
シミュレーションRPG。滅びに し
た世界と“ ”の力を行使する５人の
魔女を り、戦いが繰り広げられる。
フルコーラスの楽曲が多数収録され
ており、“ ”が大きなテーマとなっ
ている物語を盛り上げる。

©2015 Sonic Powered Co.,Ltd. © ARC SYSTEM WORKS ©BNP／トライブクルクル製作委員会, メ テレ ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. © SEGA / © Crypton Future Media, INC.
イン協力 ねん ろい
の商 名お
社名は 社の登録商標です。 © 2015 Nintendo ©PONOS Corp. ©2015 A PLUS ©SEGA ©2009-2015 コーエーテク
www.piapro.net
モゲームス All rights reserved. ©2015 EnjoyUp Games Published and distributed by Starsign, Inc. in Japan under license from EnjoyUp Games in Spain.
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発売日 2015年6月10日

価格 400円
［税込］

人々を うヴァンパイアを 撃せよ！

ボリューム。 最大で４人同時のプレ
イが可能となっており、 みんなでノ
リノリのリズムゲームを楽しめる。

ジャンル アクション

発売日 2015年6月17日

価格 200円
［税込］

ぐ〜にゃんを操作して たすら

近未来のロンドンを舞台としたス
ナイパーシューティング。 主人公の
ヴァンパイアスナイパーを操作して、
闇に れて襲い来るヴァンパイアか
ら 人を救出しよう。3DS本体をジ
ャイロ操作することで、 よりリアル
な狙撃体験を味わえる。

発売日 2015年6月10日

価格 500円
［税込］

育成シミュレーション

発売日 2015年6月17日

ドラゴンボールZ 超

極

伝

荒れた村を豊かにしていくシミュ
レーション。 モノノケを いっと飛
ばしてパワーを与え、ニンゲンの“お
ねがい”を叶えて村を発展させていこ
う。 発展させるとさまざまな建物が
建てられるようになり、 育てた村は
すれちがい通信で配信できる。

ポポロクロイス牧場物語

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント
価格 6145円
［税込］

100名以上の戦士が戦う空

価格 900円
［税込］

の の おこしシミュレーション

パイプの上を走るボールを操作し
て、 障害物を避けながらゴールを目
指すレースゲーム。 ゲームスピード
は５段階から選択可能。 収録された
ステージの数は100以上と大ボリュ
ーム！
いパイプをハイスピードで
走する爽快感を味わおう。

発売日 2015年6月11日

いっと

メーカー名 ゲームド
ジャンル

360度回転しながらゴールめがけて駆け抜けろ！

ジャンル 2D対戦アクション

を りよう

スプリング の宇宙生物ぐ〜にゃ
んを操作して、 敵や落とし を避け
ながらひたすら階段を下りていくア
クション。 コインを集めて無敵
になり、一気に階段を駆け下りよう。
対戦モードも用意されており、 １台
の3DSで２人対戦が楽しめる。

コロロケの

メーカー名 レイニーフロッグ

ジャンル レース

ターン制を 止し、 スピーディな
展開を追求したノンストップカード
バトル。 刻々と変化する戦 に応じ
て、 適切なカードを使用しよう。 通
信機能を使えば友だちと対戦したり、
持っていないカードをトレードで手
に入れることもできる。

STELLA GLOW（ステラ グロウ）

べ、 ステージの総数は100種類
（新
規収録ステージは30種類）以上の大

メーカー名 賈船

ループラインレーシング

ンストップカードバトル
発売日 2015年6月3日 価格 800円
［税込］

個々のステージは短いので手軽に遊

ぐ～にゃん

ジャンル スナイパーシューティング

簡単操作で直感的に遊べるキモか
わ☆にゃんこ育成ゲーム!! お気に入
りのにゃんこを育成したら出撃！ レ
ベルが10になるとにゃんこの姿が変
化！ ２つのニンテンドー3DSとソフ
トを用意すれば、 友だちとの対戦プ
レイも楽しめます。

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

『リズム天国』シリーズのベスト版。

る新規要素が満載だ。

メーカー名 スターサイン

キルカ ドライブ

楽に合わせて簡単操作でノリノリ！

版を遊んだプレイヤーも楽しく遊べ

ヴァンパイアスナイパー

価格 777円
［税込］

価格 5076円
［税込］

ターがかわいくデフォルメされてい
たり、前日 である
『アストリッドの

滅”の３つだ。

にゃんこが画面を、 本を、世界を び出す！

ジャンル

120

ほかに、 落ちてくるカプセルが 型

ス

ジャンル シミュレーション

『くにおくん』シリーズでおなじみの
2Dドットキャラクターたちが時代
の世界で大 れ！ パンチやキック、
そして時代 らしく刀を るって攻
撃だ！ ローカルプレイを利用すれば
２人同時にプレイ可能。 手強い敵は
友だちと協力して倒そう。

今度の
『P

エを盛り立てていくRPG。キャラク

とびだす!にゃんこ大戦

ジャンル

発売日 2015年5月28日

つつなげて消していくアクションパ

ッチペンで行う“

ゲーム

見習い錬金術士のロロナがアトリ

になっている“Dr. U G ”、 操作をタ

特徴までじっくり楽しめる。

リ

ザ ベスト+

発売日 2015年6月11日

『アトリエ』
シリーズの3DS初登場作品

ズル。 搭載されているゲームモード
はオーソドックスな“Dr.MAR O”の

が運転可能。 走

ダウンタウン熱血時

メーカー名 任天堂
ジャンル

同じ色のカプセルとウイルスを４

ん！路線たび』シリ

ており、 ５つの車

メーカー名 コーエーテクモゲームス
ジャンル

RPG
発売日 2015年6月4日 価格 5554円
［税込］

価格 950円
［税込］

リズム

後のドラゴンバトル！
プレイアブルキャラクターは20名
以上、 アシストキャラクターを含め
ると100名以上が戦う2D対戦アク
ション。 １対１の対戦や、 最大５人
までのチーム戦で競い合える。 原作
の追体験や ストーリーを楽しめる
ストーリーも必見！

メーカー名 マーベラス

ジャンル ほのぼの冒険RPG
発売日 2015年6月18日

価格 5940円
［税込］

と勇気の大冒険の旅に出よう
“成長”と“絆”をテーマとした物語が
展開するほのぼの冒険RPG。ピエト
ロ王子、 ナルシア、 白 士、 ガミガ
ミ魔王といった仲間たちが、 ポポロ
クロイス王国と新たに登場するガラ
リランドを舞台に大冒険。 合間に牧
場ライフを楽しむこともできる。

©2015 Engine Software Joost van Dongen. Licensed to and published by Rainy Frog LLC. ©バードスタジオ／集英社･フジテレビ･東映アニメーション ©バードスタジオ／集英社
©
「２０１３ ドラゴン ール 」
製作委員会 ©バードスタジオ／集英社 ©
「２０１ ドラゴン ール 」
製作委員会 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. © 2015 Nintendo © 2015
©2015 Moragami Published by COSEN Co., Ltd. ©2015 Gamedo,Inc./cribee ©Yohsuke Tamori ©Yoshifumi Hashimoto (Marvelous Inc.) ©2015 Marvelous Inc.
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3D ガンスターヒーローズ

グルメドリーム

メーカー名 セガゲームス

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル アクションシューティング
発売日 2015年6月24日

超

経営シミュレーション
発売日 2015年7月1日 価格 800円
［税込］

から へと れる敵を多彩な武器でな 倒せ！

簡単操作でレストラン

名作アクションシューティング『ガ

フジテレビ系

価格 4212円
［税込］

ハローキティと一 にライブ！

にて放

のテレビ

ハローキティやサンリオキャラク

は、 すべての武器が常時使用可能と

装を整え、 店員さんを育成して自分

逃げ切れば高

シャレにコーディネートしたらライ

倒的

力で敵をなぎ倒す爽

々

人

価格 500円
［税込］

で泥々 人から世界を救え！

われた宝

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル ヒラメキ

アクション
発売日 2015年6月25日 価格 5627円
［税込］

ヒラメキで世界中のお宝を手に入れろ！

キャラペットライト
つくって!そだてて!キャラクター小学校

メーカー名 任天堂

価格 5076円
［税込］

あなたの選 が世界の未来を大きく変える
パッケージ版で発売された
『白夜王
国』と『暗夜王国』の両方のシナリオ
を楽しめるダウンロード版。 ２つの
王国が対立する世界で、 プレイヤー
自身がどちらの勢力に味方するかを
選択でき、 その結果シナリオや仲間
になるキャラクターなどが変化する。

妖怪ウォッチバスターズ
団／
隊
発売日 2015年7月11日

価格 500円
［税込］

キャラクターペットと楽しいスクールライフ

メーカー名 スターサイン

価格 4968円［税込］

仲間と協力してビッグボスを倒せ！

発売日 2015年7月15日

メーカー名 カプコン

発売日 2015年7月9日

成 堂の先 が大

・

で起こる難事件に挑む！
明 時代の日本と大英帝国を舞台
に展開される法 バトルアドベンチ
ャー。 成歩堂の先祖、 龍ノ介が主人
公となり、あのシャーロック・ホーム
ズと難事件に挑む！ かの名探偵と協
力して
の“ムジュン”を き、
の法 で大逆転を勝ち取ろう。

©SEGA © 2012-2015 Renegade Kid. All Rights Reserved. Licensed to and published by Rainy Frog LLC. ©た はしひで す･小学館／
ジョーカープロジェクト ©BANDAI NAMCO
Entertainment Inc. ©2015 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS ©ARC SYSTEM WORKS ©Culture Brain EXCEL ©2014 SIMS CO., LTD Published and distributed by Starsign, Inc. in
Japan ©CAPCOM CO., LTD. 2015 ALL RIGHTS RESERVED.

せないスピード感と爽快感！

ゲームス

メーカー名

ジャンル ミニゲーム

発売日 2015年7月22日

脱出アドベンチャー

発売日 2015年7月16日

価格 800円
［税込］

を集めて 宝を作ろう！

キューブと呼ばれる立方体で形作
られた世界を探検したり、 素材を集
めてアイテムや建物を作成するクリ
エイティブアクションアドベンチャ
ー。 さまざまな種類のキューブで自
分だけのこだわりの世界を作り上げ
よう。拡 スライドパッド対応。

雑 『デンゲキBA OO A!! 』の付
録ゲームがこの１本にすべて収録！
巨大な島チンコウアイランドで、 お
バカヒーローガッチマンが しい
石・
を 取する。 さまざまなミ
ニゲームをクリアして
を集め“
宝”を作り出そう。

っ ちゃん

メーカー名 イマジニア

価格 2990円
［税込］

価格 864円
［税込］

『ソニック』シリーズ第２作が“セガ
3D復刻プロジェクト”で復活。 新要
素“リングキープモード”やゲーム途
中でのセーブ機能などが追加されて
おり、 ビギナープレイヤーも安心。
テイルスとの２人同時プレイにもば
っちり対応している。

自分だけの世界を作ろう！

ジャンル 脱出アドベンチャー

ッジ ッグ2

Oh!ガッチマン
極の
宝とモミゲー26

価格 800円
［税込］

ピンポン玉をバウンドさせながら
グラスの中に放り込むピンポン玉ア
クション。前作
『ピンポントリックシ
ョット』
からデザインを 新し、より
テクニカルな30のステージを収録。
ピンポン玉のバウンドがさらにリア
ルなものになった。

-

今なお

『妖怪ウォッチ2 』で遊べるゲームモ
ード“妖怪ウォッチバスターズ”が単
独のソフトとして登場。 ほぼすべて
の“ともだち妖怪”が操作可能で、 登
場するボスの数は25体以上！『 猫
団』と『白犬隊』では仲間にできる妖
怪が一部異なっている。

ジャンル クリエイティブアクションアドベンチャー

バウンドを計 してトリックショットを決めろ！

ジャンル 大法廷バトル

発売日 2015年7月22日

メーカー名 アークシステムワークス

アクション
発売日 2015年7月8日 価格 200円
［税込］

3D ソニック ザ
ジャンル アクション

キューブクリエイター3D

ジャンル ピンポン

リパフォーマンスを披露しよう。

メーカー名 セガゲームス

小学校の先生になってキャラクタ
ーペットとのおしゃべりコミュニケ
ーションを満 ！ 犬や猫のようなか
わいいキャラクターペットたちに勉
強を教えたり、 学校生活のなかで信
頼を深めながら 業まで導くことが
このゲームの目的となる。

ピンポントリックショット2

ブステージのリズムゲームでノリノ

友だちと一緒に挑戦できる。

メーカー名 レベルファイブ

大逆転裁判 -成歩堂龍ノ介の冒

ジャンル ロールプレイングシミュレーション

得。２〜６

ジャンル アクションRPG

ジャンル キャラクターペット育成
発売日 2015年7月8日

賞金を

ゲーム。 パズルステージをクリアし
たポイントで衣装や楽器を集め、 オ

人の多人数プレイにも対応しており、

バーワン評価のSランク！

謎解きとアクションを組み合わせ
たヒラメキ怪 アクションゲーム。
主人公である怪 ジョーカーを操り、
マンガやアニメでお
みの怪 道
具を駆使して敵の目をかいくぐろう。
世界中を にかける壮大なストーリ
ーも魅力の１つだ。

ファイアーエムブレムif

番組と同様、 逃げた時間に応じて賞
金が増えていき、 タイムアップまで

だけのお店を作ろう。 目指すはナン

メーカー名 カルチャーブレーンエクセル

3DScat_data_QR1_110-133_2015.indd 122-123

発売日 2015年7月16日

スリル 点！ 手に 握る逃 劇

レーション。 お店の評判をよくする
ために魅力的なメニューを作り、 内

地球に 入した泥々星人を相手に
ゴッツい
砲で戦うアクションゲ
ーム。 ワープパッドを駆使して奥や
手前に移動しながら障害物を みに
避け、 泥々星人を倒していこう。 ス
テージ上のゴールドダイヤを集めれ
ば、装備の強化が可能だ。

122

価格 3024円
［税込］

ターたちが登場するリズム＆パズル

メーカー名 レイニーフロッグ

発売日 2015年6月25日

ala i ht ei ht

番組『逃走中』をゲーム化。 ルールは

マッドアタック！ マックスVS

怪 ジョーカー
時を超える怪 と

が楽しめる

er

店を運営するレストラン経営シミュ

快感が味わえる。

ゴッツい

メーカー名

ジャンル リズム パズルゲーム

ンスターヒーローズ』が“セガ3DS復

なり、

発売日 2015年6月24日

アクション
発売日 2015年7月9日

ジャンル

レストランの新米店長となってお

刻プロジェクト”として復活！ 新た
に追加されたモード“フルスペック“で

ジャンル アクション

ハローキティとサンリオキャラクターズ
ワールドロックツアー

者たち

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル お

価格 864円
［税込］

あつまれ！最強の

にっとし って大冒険!

メーカー名 日本コロムビア

価格 5184円
［税込］

強 な要 からの脱出劇
富士 ハイランドのアトラクショ
ン『絶望要 』をゲーム化した脱出ア
ドベンチャー。 記憶を失った主人公
は厳重な 視体制が敷かれた大要
から、 謎の協力者とともに脱出を目
指す。 能力のすべてを りしぼり、
難攻不落の要 から脱出せよ！

ジャンル とん

り

りアクション
価格 5184円
［税込］

発売日 2015年7月23日

し り出した っ ちゃんで大冒険！
ファンシーな色彩が特徴的なアク
ションゲーム。 ゲームスタート時に
ほっ ちゃんをしぼり出して色やサ
イズを決定。 大きさはゲーム中の性
能に影響を ぼすため、 さまざまな
大きさのほっ ちゃんを作ることで
度でも繰り返し楽しめる。

©FUJI TELEVISION ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2015 LEVEL-5 Inc. © 2015 Big John Games. Published in Japan by Arc System Works. ©FUJIKYUKO CO., LTD.
FUJIKYU HIGHLAND. All Rights Reserved. ©Imagineer Co., Ltd. ©'76, '79, '88, '89, '93, '96, '01, '05, '15 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L) Licensed to and published by Bergsala
Lightweight Co., Ltd. ©SEGA ©KADOKAWA CORPORATION 2014 ©2015 SUNHOSEKI CO.,LTD.All Rights Reserved. ©2015 NIPPON COLUMBIA CO.,LTD.
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ラングリッサー
リインカーネーション -転生-

んで

メーカー名 エクストリーム

価格 5980円
［税込］

発売日 2015年7月30日

光輝、 帝国、 闇の３勢力が

定 300 手を
な

場を制覇していく。 ３つの勢力のう

な実力のプレイヤーに対応している。

するかによって、 スト

メーカー名 D3パブリッシャー

ソフト。300万手の定

また、

を基本から学べる“

”モードも搭載。

さまざまな“密 ”からの脱出を試
みる
『密 からの脱出』シリーズ。 本
作の舞台はなんとスポーツジム！
所に仕掛けられた謎を解き、 ダンベ
ルやランニングマシーンといったス
ポーツジムならではの器具を駆使し
て脱出せよ！

どこでも

S

三

メーカー名 任天堂

メーカー名 コーエーテクモゲームス
ジャンル

コンテスト入 作品を多数収録

Go!プリン スプリキュア
シュガー王 と6人のプリン

ス!

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル パズル シールデコ
発売日 2015年7月30日

価格 5119円
［税込］

お 子の世界でパズル シールデコ！
『 Go!プリンセスプリキュア』に登場
するプリキュアたちと遊ぶ、 かわい
いパズルゲーム。 ステージクリアで
もらえるシールをペタペタ貼ってシ
ールデコしよう。 アニメでおなじみ
の変身や必 技のシーンだってもち
ろん楽しめちゃうぞ！

124

『三

長の

メーカー名 日本コロムビア
発売日 2015年7月30日

２

メーカー名 コーエーテクモゲームス

主人公は動物病院のお医者さん。
先輩のお医者さんや 護師さんと一
緒に、 病院を訪れるペットたちを
しよう。 お仕事だけでなく、 お
みの日はショッピングやデートだっ
て楽しめる。 仕事とプライベートを
両立する獣医さんを目指そう。
©SilverStarJapan

©2010,2015 Team

発売日 2015年8月19日

ギミック

価格 800円
［税込］

のダンジョンに挑むRPG
10年に一度行われる“時返り”とい
う 式。 主人公であるロカは師 の
テスと、 式に必要な“クロノスの
片”を取りに へと向かうが、ゲッペ
ルと名乗る男の襲撃を受けテスとは
ぐれてしまう。 ロカはテスを すた
めに旅立つのだった。

南電機
アクション
発売日 2015年8月19日 価格 864円
［税込］

メーカー名

シミュレーション
発売日 2015年8月6日 価格 4628円
［税込］

愛いペットをケガや病気から助けよう

メーカー名 ケムコ

ジャンル RPG

たたかえ ぶたさん

ジャンル

価格 5184円
［税込］

ドールの着せ替えを楽しめるドレ
スアップドール＆デコレーションゲ
ーム。 アイコンをタッチするだけの
簡単操作でドールを自由自在に着せ
替えできる。 お気に入りのファッシ
ョンドールが完成したらフレームや
シールなどでデコしよう。

歴史シミュレーションの名作『三
Ⅲ』を、 新シナリオや新武 など
追加要素を多数収録して3DSに移植。
広大な中国大陸の覇を競い、 英雄た
ちが 雄割拠する三国時代。 プレイ
ヤーは好きな国を１つ選び、 大陸の
制覇を目指していく。

わんニャンどうぶつ病院
ステキな獣医さんになろう!
ジャンル なりきりアドベンチャー

ドールをかわいく着せ えしよう！

がパ ーアップして登場！
Ⅲ』

不動産屋“たぬきハウジング”に入
社したあなたはホームデザイナーへ
の道を歩み出す。 土地の 介、 家の
デザインと庭作り、 インテリアコー
ディネートなどホームデザイナーの
仕事は盛りだくさん！
人の喜ぶ家
をデザインしよう。

©extreme ©2015 INTENSE ©2015 D3 PUBLISHER © SmileBoom Co. Ltd. ©ABC･東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
GrisGris / MAGES./5pb. ©2015 Nintendo ©2015 NIPPON COLUMBIA CO.,LTD.
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シミュレーション
発売日 2015年8月6日 価格 4628円
［税込］

あなたの ンスでホームデザイン！

3DSでプログラムを楽しめる『プ
チコン３号 SmileBAS C 』。 本作は
『プチコン３号 SmileBAS C 』で作成
された作品のコンテスト“第３回プチ
コン大喜利”で集まったゲームや実用
ソフトを多数収録。 また、 新作ゲー
ムも収録している。

Dのカラオケが える！

価格 3780円
［税込］

クロノスアーク

ジャンル

価格 4320円
［税込］

メーカー名 スターフィッシュ エスディ
発売日 2015年8月13日

2

ケージ

ジャンル ドレスアップドール デコレーション

全国 点／分
点もO の本格
派！ 100000曲以上のなかから好
きな曲を探して える“ い放題カラ
オケ”と、事前に追加コンテンツをダ
ウンロードしておくことで通信環境
がなくても楽しめる“持ち歩きパック”
が搭載されている。

メーカー名 スマイルブーム
価格 300円
［税込］

やクラシックの名曲が多数収録

されている。

アトリエ デコ ラ ドール コレクション

ジャンル 通信カラオケ

ジャンル
発売日 2015年7月29日

くまさん”や“くるみ割り人形”など、

ヒントを得られる。

30年前に起こった
連続誘
害事件がきっかけで 校となり、 取
り壊されたはずの天神小学校に迷い
込んでしまった主人公たち。 死体が
転がり、 亡 がさまよう いの空間
と化した天神小学校からの脱出を目
指すホラーアドベンチャー。

ームデザイン
発売日 2015年7月30日

コーデ＆ダンスゲーム。 公式ソング
の“ミラクル りぼん”のほか、“ の

か解けない場合はチームの仲間から

価格 無料
（ソフト内購入あり）

どうぶつの
ハッピー ームデザイナー

オシャレダンスチーム“リリーボン

ボンズ”のコーデやダンスが楽しめる

の制限時間内に謎を解こう。 なかな

発売日 2015年8月5日

われた学校から脱出せよ！

コーデやダンスを楽しもう！

イを行う謎解きゲーム。 ほかの 加
者と最大６人のチームを組み、60分

メーカー名 エクシング

ラーアドベンチャー
発売日 2015年7月30日 価格 6264円
［税込］

価格 5184円
［税込］

加者全員と同時プレ

カラオケJOYSOUND

メーカー名 MAG S

プチコンマガジン

オンラインで

教

コープスパーティー ブラッドカバー
リピーティッドフィアー

でスポーツジムから脱出！

発売日 2015年8月6日

3DSをインターネットにつないで、

を搭

ジャンル
価格 500円
［税込］

メーカー名 イマジニア

ジャンル コーデ ダンスゲーム

仲間と協力してすべての謎を解き明かせ！
に上達でき

載。“四段”から初心者向けの“入 ”
まで、 幅広い難易度設定でさまざま

ーリーは大きく分岐する。

と

ソフト

楽しく遊びながら自

る

SIMPLE DLシリーズ Vol.39
THE 密 からの脱出 ～ を えるスポーツジム編～

ジャンル リアル脱出ゲーム

価格 無料
（ソフト内購入あり）

戦いを繰り広げる戦乱の時代を舞台

ちどこに所

えた

した

ん んり ん
ときめきコーデ キラキラダンス

発売日 2015年7月31日

価格 4644円
［税込］

とするシミュレーションRPG。プレ
イヤーは指 官や 兵を操作し、 戦

発売日 2015年7月29日

メーカー名 任天堂

ジャンル

３ 力が入り れる戦 の時代を戦い抜け！

ジャンル 脱出アドベンチャー

リアル脱出ゲーム ニンテンドー3DS
超
からの脱出

DX

メーカー名 シルバースタージャパン

ジャンル シミュレーションRPG
発売日 2015年7月23日

が強くなる!

戦国時代の 本を 一するのは だ！
戦国歴史シミュレーション『信長の
野望
風伝 it パワーアップキッ
ト』にグレードアップを して3DS
に移植。 総勢1000人以上にも上る
武 が収録された大ボリューム！ す
れちがい通信でのデータ交換機能に
も対応している。

ジャンル 対戦

かわいいぶたさんを操って 弾を投げつけろ！
マップ上に落ちている爆弾を投げ
合う対戦爆弾アクション。“みんなで
対戦”モードでは最大４人までの対戦
が可能で、 インターネット通信にも
対応している。 また、“エンドレス”
モードでは全国のプレイヤーとハイ
スコアを競い合える。

© 2015 Nintendo / SCRAP ©2015 XING INC.
JASRAC 6577872504Y30005 / 6577872523Y31018 / 6577872521Y31015 / 6577872522Y38029 NexTone ID000000924 /
ID000000925 / ID000000926 / ID000000955 ©コーエーテクモゲームス All rights reserved. ©2012, 2015 SANRIO CO., LTD.APPROVAL NO.S561970 ©Imagineer Co., Ltd.
©2009-2015 STARFISH-SD Inc. Developed and Arrangement by mebius. ©2012-2015 KEMCO/Hit-Point ©CLARICE GAMES ©2015 MECHANIC ARMS
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にっ ん！

スーパーロボット大戦BX
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

世代を超える、 の

価格 7171円
［税込］

れるオリジナルストーリーが魅力の

める『

やロボットが

なるモノレールの運転が楽しめる。

戦する。 戦闘シーン

-

メーカー名 アークシステムワークス

配や

価格 600円
［税込］

ジャンル RPG

発売日 2015年8月27日

あの名作RPGが10年以上の時を て3DSに登場！

風テイストのグラフィックと可
愛らしいキャラクターが特徴的な
『
風のうさぎ -恵みの と 魔の -』
の続編となるアクションパズル。 う
さぎ を操作して多彩なギミックが
仕掛けられたパズルを解き、 らわ
れの村人を救い出そう。

モノカゲクエスト
メーカー名 ポイソフト

立つと
RPG
発売日 2015年8月26日 価格 1000円
［税込］

ジャンル

最大の敵は魔物じゃなくて人の視線

メーカー名 任天堂

ジャンル リミックス

発売日 2015年8月27日

小 が
すぎてツライっ!! ゲームでも
キュン えMAXが まらないっ
ェ
メーカー名 ハピネット

コイ アドベンチャー
発売日 2015年8月27日 価格 5000円
［税込］

ジャンル

“こばかわ”
の世界を3DSで！
雑 『 S o-Comi 』
（小学 ）で人気
の
『小林が可愛すぎてツライっ!! 』が
愛アドベンチャーゲームになって
登場。 原作者の
先生が 修
した完全オリジナルストーリーが楽
しめる。 魅力的なサブキャラクター
のエピソードも必見！

価格 3996円
［税込］

出会い

２つの を同時にゴールさせるパズルゲーム
別々の 置にある２つの玉を同時
に転がして、 同時にゴール地点に到
着させるちょっと変わった雰囲気の
パズルゲーム。 タッチスクリーンで
ブロックやギミックを配置して、 玉
のスピードや通り道を調整し、 ゴー
ルで２つの玉を出会わせよう。

©サンライズ ©ジー ック/
シコ製作委員会 ©創 ･サンライズ ©創 ･サンライズ･MBS ©2009 井 / イ ミック
･ ろ ね ©2010 井 / イ ミック
･ ジンカイ ー製作委員会
©2009 2011 ビックウエスト/
クロスF製作委員会 ©2013 ビックウエスト ©F K DIGITAL ©ARC SYSTEM WORKS ©POISOFT © 山
／小学館 ©Happinet
©2015 Sonic Powered Co.,Ltd. ©2004,2015 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©2013-2014 Nintendo ©2015 SIMS CO., LTD. Published and
distributed by Starsign, Inc. in Japan
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ジャンル アクション

発売日 2015年9月9日

トラップ

価格 500円
［税込］

の魔王城をジャンプで進め！

ジャンル アクション

アドベンチャー
価格 1000円
［税込］

発売日 2015年9月30日

記 を った主人公は

高速で走る勇者を操作し、 ジャン
プで障害物を避けながらゴールフラ
ッグを目指すアクションゲーム。 使
用できるキャラクターは全６人。 そ
れぞれ異なる能力を持っているので、
ステージのギミックに合わせて適切
にキャラクターを選ぼう。

モンハン日
ジャンル アイルーライフ

発売日 2015年9月10日

か かアイルー村DX

インディーゲームとして好評を博
した
『洞窟物語』の移植作品。 記憶を
失った主人公が記憶を取り戻すため
に広大な洞窟を探索するアクション。
洞窟の 人とふれ合いながら記憶を
取り戻そう。 複数のエンディングが
用意されているのも特徴だ。

くらの学校戦
アドベンチャー～

～

価格 3990円
［税込］

ジャンル アドベンチャー

発売日 2015年9月30日

ベル

価格 600円
［税込］

子どもたちと

『モンスターハンター』の世界で活躍
しているアイルーの生活が楽しめる
『モンハン日記 か かアイルー村』
がデラックスになって登場！ 新 設
の“こもれびの ”ではおなじみのモ
ンスターの ちゃんが登場し、 仲
くなることができる。

発売日 2015年9月17日

の果てに を見るか

メーカー名 D3パブリッシャー

の のアイルーライフがD になって ってきた！

ジャンル ダンジョンRPG

するとド派手な忍術が使用で

きる。大迫力の巨大ロボ戦も登場。

メーカー名 Pi ii

メーカー名 ポケモン

価格 200円
［税込］

を消

物語

ポケモン超不思議のダンジョン

メーカー名 スターサイン
発売日 2015年9月2日

ていくアクション。“ヒッサツゲージ”

なる６人のニンニンジャーを切り替
え、 敵を倒しながらステージを進め

ジャンプ勇者

ファミコンソフトの
的なシー
ンを集め、 新たなルールや仕掛けで
アレンジされた“お題”を解いていく
『ファミコンリミックス』がニンテン
ドー3DSに登場。 ファミコンゲーム
から厳選された16タイトルで、250
以上のステージで遊べる。

ジャンル パズル

の一撃を受け、 記憶を断片的に奪わ

メーカー名 カプコン

ファミコンソフトの名シーンをリミックス！

目立つと死んでしまうという恐ろ
しい いをかけられてしまった勇者
が主人公。 道具や魔法を使ったり、
宝 を開けるなどの行動をとって周
囲から注目を びると死につながる
ことも。 人目を気にしながら行動す
るちょっと風変わりなRPGだ。

ンニンジャー』がゲーム化。特徴が異

すニンジャの冒険が始まる。

悪しき道化師ドルマゲスの いに
よって、 １つの王国の時間が止めら
れてしまう。 主人公たちは いを解
くために、 ドルマゲスを追って仲間
とともに旅に出る。 主人公の行く先
には数々のドラマや仕掛けだらけの
ダンジョンが待ち受ける。

ファミコンリミックス ベストチョイス

特撮テレビドラマ
『手裏剣戦隊ニ

が『レゴ ゲーム』で登場！ ウー先生

メーカー名 日本コロムビア

価格 6458円
［税込］

ニンニンジャーが3DSで大暴れ！

れてしまう。 奪われた記憶を取り戻

ーブ、高所からの眺めを 能しよう。

ドラゴンクエスト
空と と大地と呪われし

価格 1000円
［税込］

との修行に明け暮れていたニンジャ
たちは、 ある日道場に現れた謎の男

カ

メーカー名 スクウェア・エニックス

風で 愛いアクションパズル！
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ん！路線たび』シリ

モノレールならではの

発売日 2015年9月30日

人気アニメ『レゴ ニンジャゴー』

ーズ第５弾。 運転するのは
一
の 道、 ゆいレール。 シリーズ初と

ンションを盛り上げる。

のからくり

道にっ

価格 4536円
［税込］

ジャンル アクション

われたニンジャの記 を取り戻せ！

実写映像による走行シーンが楽し

はアニメーションとフルボイスでテ

発売日 2015年8月26日

発売日 2015年9月3日

戦隊ニンニンジャー
ゲームでワッショイ!!
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル アクションアドベンチャー

一の 道
“ゆいレール”
を運転！

『スーパーロボット大戦』シリーズ。
今作では全16作品からキャラクター

ジャンル アクションパズル

メーカー名 ワーナー

運転シミュレーション
発売日 2015年8月27日 価格 6264円
［税込］

。力を合わせて戦うスーパーロボットたち！

-

LEGO ニンジャゴー ローニンの

ジャンル

さまざまな作品の枠を超えて描か

のうさぎ

いレール編

メーカー名 ソニックパワード

ジャンル シミュレーションRPG
発売日 2015年8月20日

たび

の大戦 ！
『ぼくらの 日間戦争』
の続編である
『ぼくらの学校戦争』をアドベンチャ
ーノベルとしてゲーム化。 校が決
まった小学校を“
学校”にしよう
としたところ、 本物の死体を発見し
てしまい ……。 ぼくらと悪い大人の
大戦争が始まる。

マル合格! ITパスポート試験
平成2 年度版
メーカー名 メディアファイブ

価格 5076円
［税込］

ポケモンになって仲間とともに世界を救う！
ポケモンの世界で『不思議のダン
ジョン』を大冒険！ ある日突 、 ポ
ケモンになってしまった主人公。 記
憶のほとんどを失った主人公はポケ
モンたちと交流を深めていき、 仲間
とともに星の危機に立ち向かう冒険
へと旅立っていく。

ジャンル 資格学習

発売日 2015年9月30日

価格 2800円
［税込］

パスポート試験の対策を3DSで
問題の繰り返しで効 的に学
習できる
『マル合格! 』シリーズ。この
ソフトでは Tパスポート試験の試験
対策が3DSで行える。 ６回分の過去
問が収録されており、 解説用語集も
搭載。 正答 の い問題を重点的に
復習することもできる。

© 2014 The LEGO Group.
© WBEI. (s15) ©2015 NIPPON COLUMBIA CO.,LTD. ©CAPCOM CO., LTD. 2015 ALL RIGHTS RESERVED. ©2015 Pokémon. ©1995-2015 Nintendo/
Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©1993-2015 Spike Chunsoft. ポケットモンスター･ポケモン･Pokémonは任天堂･クリーチャーズ･ゲームフリークの登録商標です。「不
の ンジョン」
はス イク
･チュン フトの商標です。 ニンテンドー3DSのロゴ･ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。 © ２０１ テレビ朝日・東映AG・東映 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
© 2015 Pikii/Nicalis, Inc. ©Osamu Souda 2011 ©Shin Hashimoto 2011 Printed in Japan ©KADOKAWA ©D3 PUBLISHER ©2015 media5 All rights reserved.
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カタチ新発見!

ピクロス2

ブンスドラゴンⅢ code:VFD

メーカー名 任天堂

ジャンル パズル

発売日 2015年10月1日

メーカー名 セガゲームス

ジャンル RPG

価格 3240円
［税込］

発売日 2015年10月15日

して って隠された
“カタチ”
を完成させよう

価格 3229円
［税込］

それは、 （ドラゴン）
を狩る、物語
（RPG）

タテ・ヨコ・オクの３方向に書かれた

ブンスドラゴン』
シリーズの完全新作

“カタチ”を完成させるパズルゲーム。

種多様に、 バトルはシリーズ最大の

数字をヒントに、 ブロックを壊した
り色をぬったりしながら、 隠された

メーカー名 任天堂

メーカー名 インテンス

ジャンル

ジャンル

きゲーム
発売日 2015年10月21日

“ヒップラグ”
を駆使して き進め！

エルミナージュ
メーカー名 メビウス

世と 世を１つに ぐ

ブルーキッド 2
ジャンル アクション

発売日 2015年10月21日

の物語

魔物に

メーカー名 メビウス

ジャンル ダンジョンRPG

発売日 2015年10月14日

発売日 2015年10月22日

伝 的な世界の中で あなただけの冒険が始まる

©2015 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo
by Teyon ©2015 NINTENDO

3DScat_data_QR1_110-133_2015.indd 128-129

© 2015 Nintendo

©STARFISH-SD Inc. Publishing by mebius.

３人同時プレイで楽しむ
『ゼルダの伝説』
３人で協力してプレイするアクシ
ョンアドベンチャー。 ３人で力を合
わせ、 知恵を出し合い、 強敵や謎を
乗り越えていこう。 誰が攻撃役にな
るのか、 誰が移動を 当するのかな
ど、 ３人それぞれの役割分 をする
ことが攻略のカギだ。
©SEGA

発売日 2015年11月5日

をつかめ！

©2015 INTENSE

©2015 winterworks GmbH / Licensed and published

価格 4536円
［税込］

あのテーマパークがレゴ になってついにオープン！
大ヒット映画『ジュラシック・パー
ク』シリーズ４本を
『レゴ ゲーム』と
して体験できるアクションアドベン
チャー。 数々の名シーンをレゴ の
世界で再現！ イスラ・ ブラル島や
イスラ・ソルナ島の広大なフィールド
を冒険しよう。

ディズニー マジックキャッスル
マイ ハッピー ライフ2
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

価格 400円
［税込］

の

すゲーム

発売日 2015年11月5日

れた海から たちを救おう！

価格 6145円
［税込］

きらめくディズニーの夢の世界で暮らそう！

同じ絵 のピースを３つ以上そろ
えて消し、 れた海をきれいにして
いくパズルゲーム。 ピースの消し方
は“チェンジモード”、“ラインモー
ド”、“グループモード”があり、 好き
なモードで遊ぶことができる。 全
120のステージに挑戦しよう！

The Binding of Isaac: Re irth
アイザックの伝説：リバース

にっ ん！

たび

電気

編

メーカー名 ソニックパワード

ジャンル ローグライクRPGアクション
発売日 2015年10月28日

『ディズニー マジックキャッスル マ
イ・ハッピー・ライフ』シリーズ。４つ
の新作ワールドを加えた全６ワール
ドを収録。 さらにディズニーキャラ
クターとのダンスパーティや、 光の
ショーも楽しめる！ ディズニーキャ
ラクターは120以上登場。

Newニンテンドー3DS専用

メーカー名 Pi ii

価格 5076円
［税込］

『エルミナージュ ゴシック 3D REM
〜ウルム ザキールと闇の 式〜』の
ダウンロード版。3Dダンジョンゲー
ムならではの“奥深さ”と“やり込み”
を重視したRPG。恐ろしい魔物が
食うダンジョンに、 あなたが作り出
したキャラクターで挑もう！
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価格 1500円
［税込］

主人公のブルーキッドを操作して、
魔物に誘 された息子のピンクキッ
ドを救出するために５つのワールド
を駆け る横スクロールアクション。
ワールドは９つのステージで構成
されており、 最後のステージにはボ
スが待ち構えている。

メーカー名 任天堂

価格 1800円
［税込］

ジャンル アクションアドベンチャー

ジャンル

発売日 2015年10月28日

ジャンル アクションアドベンチャー

”まで搭載されている。

世界中のプレイヤーと最大６人で
マルチプレイが楽しめる、 本格的な
TPSカバーシューター。 シングルプ
レイも充実しており、 異星人との戦
いを描く“キャンペーン”や、 特定の
件を設定して挑む“チャレンジ”が
搭載されている。

ジャンル パズル

士

ており、リズムゲーム“ルディミカル

メーカー名 ワーナー

多彩な武器を使いこなして

された 子を助け出せ！

ゼルダの伝説 トライフォース3

ュームが前作以上にパワーアップし

LEGO ジュラシック ワールド

メーカー名 レイニーフロッグ

風モチーフの世界観と
『エルミナ
ージュ』シリーズのダンジョンRPG
システムが 合した、『エルミナージ
ュ異聞 アメノミハシラ・怪』のダウン
ロード版。３つの世界、現世
（ウツシ
ヨ）
、 常世
（トコヨ）、
（ヨミ）を
る壮大な物語に身を投じよう。

エルミナージュ ゴシック 3D REMIX
～ウルム ザキールと の
～

らたちとプリパラ

加してアイドル☆グラ

アトランティック クエスト

価格 300円
［税込］

公のジズーとソラを操作して立ちは
だかる敵をなぎ倒せ！ すべてのボリ

ンプリナンバー１を目指そう。

発売日 2015年10月28日

メーカー名 テヨンジャパン

3DダンジョンRPG
発売日 2015年10月14日 価格 1500円
［税込］

のライブに

じ込められたメイズ（迷宮）から
の脱出を目指すゲーム。 メイズは謎
に満ちており、 脱出は一
ではい
かない。 ステージ内のヒントを集め
て謎を解き、 ロックされたドアを開
けて脱出しよう。 ステージは全部で
60も収録されている。

アメノミハシラ 怪

ジャンル

ャラを作り、 ら

メーカー名 アガツマ エンタテインメント

小さなお手伝いロボット、 ちびロ
ボが活躍する横スクロールアクショ
ン。 おしりについた“ヒップラグ”を
なげなわのように投げて、 ブロック
や敵を壊したり、 離れた場所に飛び
移ったりしながら 横無 にコース
を突き進んでいこう。

2D ア ク シ ョ ン ゲ ー ム
『魔神少女

-C roni le 2D ACT-』
の続編。主人

のタイプやヘアスタイル、 ヘアカラ
ーなどを自由に組み合わせてマイキ

ジャンル TPSカバーシューター

メイズの謎を解き脱出せよ！

キャラクターを成長させながら き進め！

『プリパラ』が3DSでも遊べる！

IRONFALL -Invasion-

価格 500円
［税込］

価格 800円
［税込］

女の子に人気のアーケードゲーム

たものへと昇華。

きメイズからの脱出

発売日 2015年11月4日

3DSでプリパラライフを楽しもう！

９人パーティでさらに戦略性が増し

でやりごたえも十分！

ジャンル アクション

価格 5292円
［税込］

にして完結編！ シリーズ好評の充実
したキャラクターメイクはさらに多

300以上の問題が収録されているの

価格 5076円
［税込］

発売日 2015年10月22日

-

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル おしゃれデザイン リズムアクション

人類対竜の戦いを描いたRPG『セ

な なわアクション!
ぐるぐる!ちびロボ!

魔神少女 エピソード2 - いへの

メーカー名 タカラトミーアーツ

積み重なった立方体のブロックを、

アクション
発売日 2015年10月8日

プリパラ
めざせ!アイドル☆グランプリNo.1!

ジャンル

価格 1500円
［税込］

ボリューム 点のローグライク・アクションRPG
入るたびに変化する地下迷宮とラ
ンダムで出現するアイテム、 そして
死んでしまうとやり直しのシステム
が特徴的なローグライク・アクション
RPG。コンプリートに約500時間も
のプレイタイムを要するという 異
的なボリュームを る。

運転シミュレーション
価格 6264円
［税込］

発売日 2015年11月5日

のどかな風 を楽しみながら運転しよう
実写映像による走行シーンが楽し
める
『 道にっ ん！路線たび』シリ
ーズの第６弾。 今作では 城 のふ
もとを走る上毛電気 道を運転する。
選べる車 は“700形”と“デハ100形”
の２種類。 往復50 mを超える長距
離運転を楽しもう。

©T-ARTS / syn Sophia ©T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PP2製作委員会 ©2015 VD-DEV ©Agatsuma Entertainment Co.,Ltd. © 2015 rokapublish GmbH Licensed to and published
by Rainy Frog LLC. © 2015 Pikii/Nicalis, Inc. ©INSIDE SYSTEM ©Flyhigh Works ©2015 The LEGO Group.
© Universal Studios and Amblin.
© Warner Bros. Entertainment
Inc. (s15) ©Disney ©2015 Sonic Powered Co.,Ltd.
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PROJECT X ZONE 2:BRAVE NEW WORLD
オリジナルゲームサウンドエディション

ケージ

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント
価格 10778円
［税込］

発売日 2015年11月19日

ジャンル イラストレッスン

価格 4000円
［税込］

発売日 2015年11月26日

つの島を駆け るアクションアドベンチャー！

カプコン、セガゲームス／セガ・イ

つの島に隠された謎を

ラストを描こう！ お手本には雑 『ち

たちの力を理解することと、 おもち

行ける

マップを

すみっコぐらし おみせ

モード”でイラストの描き方を基 か
ら学び、“フリーモード”で自由にイ

囲が広がっていく。 複雑な
から

ゃお』
（ 小学

まで冒険しよう！

めるんです

発売日 2015年11月19日

ドラえもんと一 にことばを学習

メーカー名 カプコン

メーカー名 リイカ

メーカー名 Pi ii
ジャンル

発想力が決め手のパズルゲーム

ドラゴンクエスト

作アリスと王

メーカー名 シルバースタージャパン

さま!

メーカー名 ハピネット

コイ シミュレーション
発売日 2015年11月26日 価格 5000円
［税込］

ジャンル

価格 600円
［税込］

の戦い

地球を追われた人類がたどり着い
た い星で巻き起こる激しい戦いを
描く3Dシューティング。３種類の機
体と５種類の装備を組み合わせられ、
操作のカスタマイズ機能も充実して
いる。 自分好みのセッティングでス
テージを攻略しよう。

あなただけの王子さまと運命の をしよう！
雑 『ちゃお』
（小学 ）で連載中の
『 わる世界でキミに する』
の作者、
能登 けいこ先生がキャラクターデ
ザイン＆ 修！ 中学校の３年間で
愛まんがのようなドラマティックな
を体験しよう。 あなたの選択しだ
いで、結ばれる相手が決まる!?

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ©CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED. ©モト
©SEGA ©SEGA ©RED ©SEGA MUSIC©YUZO KOSHIRO ©SEGA
©SANKI WORLDWIDE ©Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS ©Nintendo / MONOLITHSOFT ©.hack Conglomerate ©藤
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©小学館©藤子プロ 小学館
Copyright © 2015 liica, Inc. All rights reserved. ©SilverStarJapan Licensed and published in Japan by Intergrow Inc. Copyright © 2015, WayForward Technologies, Inc. Shantae and the Shantae
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オンライン

メーカー名 スクウェア・エニックス

ジャンル オンラインRPG

発売日 2015年12月1日

価格 無料
（ソフト内購入あり）

『ドラゴンクエスト』
初のオンラインゲーム！

凶悪なトラップが満載の
に
1001のライフを持つ主人公が挑戦
するアクションアドベンチャー。
に組み上げられたマップは極限ま
で難易度を高めてあり、 突破するの
は 難の業。 知力、 体力、 神力
…… すべての能力を駆使して挑め！

り

ジャンル アクション

発売日 2015年12月2日

価格 1000円
［税込］

ゴーストチ ンジを駆使して 魔に立ち向かえ！

“狩技”、“狩猟スタイル”、“武器”を
組み合わせた新機 のハンティング
アクションが登場！ ４大メインモン
スターや、 新しさと懐かしさがクロ
スする村々、 オトモアイルーを操作
して狩りを行う“ニャンター”など、
楽しめる新規要素が盛りだくさん！

超高難度のアクションアドベンチャー！

簡単なようで難しい、 シンプルな
お題を300問収録したステージクリ
ア型のパズル。“コップからボールを
出せ”や“ボールを左の壁に当てろ”な
どのお題を、 タッチペンを利用して
クリアを目指そう。
な発想力が
試されるゲームだ。

ジャンル S フライトシューティング

価格 5990円
［税込］

の狩りを、見つけ出せ。

アクションアドベンチャー
発売日 2015年11月25日 価格 1000円
［税込］

価格 700円
［税込］

人類の生き残りをかけた

発売日 2015年11月28日

『仮面ライダーゴースト』
が3DSでゲ
ーム化！ 仮面ライダーゴーストや仮
面ライダースペクターを操作して、
ゴーストチェンジでフォームを切り
替えながら敵と戦うベルトスクロー
ルアクション。 スピーディなバイク
アクションも楽しめる。

超科学脱出 ギア ディテクティブ
メーカー名 インテンス

ジャンル 脱出アドベンチャー
発売日 2015年12月2日

価格 500円
［税込］

超能力を駆使して手掛かりを探せ！

シリーズ初のオンラインゲーム
『ド
ラゴンクエストⅩ』が3DSに登場。
機種版で遊んでいるプレイヤーと
も一緒に遊ぶことができる。 種族と
職業を自由に選んで分身となるキャ
ラクターを作り、 全国のプレイヤー
と冒険の旅に出かけよう！
(

の配置が重要

だ。しっかり戦略を立てて挑め！

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

店街にやってきたかわいいすみ
っコたちが、 思い思いのお店をオー
プン！ それぞれのお店でミニゲーム
をするとお金がもらえるので、 その
お金でお店に るアイテムを買って
あげよう。 いろいろなコスチューム
を着せ替えすることもできる。

1001 S ikes

ゃを動かすための電

仮面ライダーゴーストゲームでカイガン!!

ジャンル ハンティングアクション

すみっコたちのお店にようこそ！

ジャンル

）の人気６作品やオリ

モンスターハンタークロス

価格 5184円
［税込］

４歳〜小学校 学年の子どもたち
を対 にした、 ひらがな・カタカナ、
ことばをドラえもんと一緒に楽しみ
ながら学習できるゲーム。“めいろ”、
“ふうせんわり”、“さかなつり”など
の直感的に操作できるミニゲームが
多数収録されている。

ストラテジーゲーム。 怪獣との戦い
を有利に進めるためには、 おもちゃ

ジナルイラストを収録。

ジャンル すみっコミュニケーション

価格 4860円
［税込］

3DScat_data_QR1_110-133_2015.indd 130-131

子ども部屋に攻め込んできた怪獣

のアクションを組み合わせることで

ャー。 冒険を進めるにつれてアクシ
ョンがどんどん増えていき、 それら

メーカー名 日本コロムビア

発売日 2015年11月18日

おもちゃと怪獣の大戦 ！

かわいいイラストの簡単な描き方

演！ ド派手なコンボやアニメーショ

メーカー名 小学館
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かわいく上手にイラストを描こう！

り冒険

価格 500円
［税込］

を、 おもちゃたちと一緒に迎え撃つ

える ドラがな

ノアの

発売日 2015年12月2日

を学べるレッスンソフト。“レッスン

よ！ 通常版もあり。

理
パズル
発売日 2015年11月18日

価格 5000円
［税込］

を繰り広げるアクションアドベンチ

ンカットインが彩るバトルを体験せ

発売日 2015年11月12日

メーカー名 賈船

ジャンル ストラテジー

ンタラクティブ、 バンダイナムコエ

ンターテインメントからメーカーの
枠を超えて集った英雄たちが の

ジャンル 学習ソフト

Toys VS Monsters

メーカー名 ハピネット

ジャンル アクションアドベンチャー

メーカーの を超えたシミュレーションRPG

かいてお

ちゃおイラストクラブ

の呪い-

メーカー名 オーイズミ・アミュージオ

ジャンル クロスオーバー・S・RPG
発売日 2015年11月12日

シャンティ -

ドラゴンクエスト
オンライン プレイする には
「
」
です。
ニンテンドー3DSに
の
登録
っ
、3
の
プレイ すること で ます。
しゲーム プレイし い い
、
は
します。)

『超科学脱出』シリーズ第２弾！ ア
ドベンチャーパートと探索パートを
交 に進めながら、 じ込められた
部屋からの脱出を目指す脱出アドベ
ンチャー。 超能力を持つ主人公の過
去視と過去干 能力を駆使し、 時間
を遡って 理しよう。

ポケモンピクロス
メーカー名 ポケモン

ジャンル お絵

発売日 2015年12月2日

きパズル

価格 無料
（ソフト内購入あり）

パズルでポケモンをゲットしよう！
と横の数字をヒントにマスをぬ
っていき、 隠されたイラストを完成
させるパズルゲーム。 パズルを解い
てポケモンのイラストを完成させれ
ば、そのポケモンをゲット！ 時間制
限はないので、 じっくり えながら
ポケモンを集めていこう。
©
ず ／篠塚ひろむ／ 原 ／まいた菜穂／
歳／
うち ／小学館 ©Happinet ©CAPCOM CO., LTD. 2015 ALL RIGHTS RESERVED.
©2012-2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. © EnjoyUp Games. Publishing by COSEN CO., Ltd. ©2015 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©BANDAI
NAMCO Entertainment Inc. ©2015 INTENSE ©2015 Pokémon. ©1995-2015 Nintendo /Creatures Inc. /GAME FREAK inc. Developed by Jupiter Corp. ピクロスは任天堂の登録商標です。
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アナと

の女王 オラフの

りもの

ケージ

ala i ht ei ht
るまアクション
発売日 2015年12月3日 価格 4104円
［税込］

メーカー名

er

ジャンル ドタバタ

お を集めるオラフの大冒険！

ニコ☆プチ ガールズランウェイ
メーカー名 ハピネット

ジャンル プチモ

なっ ランウェイ
発売日 2015年12月10日 価格 5000円
［税込］

ジャンル アクション

発売日 2015年12月22日

もない大地に街を作ろう！

価格 500円
［税込］

ビルの 間へとスカイダイブ！

開拓者に指 を出して資材を集め、

高い空から降下するキャラクター

を操作して、 出現する敵を破壊しつ

大好きなアナにブーケをプレゼント

ニコ☆プチモデルとして活動しよう。

石”と

を目指す3Dアクションシューティン

ーデを多数収録。ファッション・ネイ
ル・メイクとオシャレを楽しみながら

メーカー名 イマジニア

ぐでたまを 理しよう！

er

ala i ht ei ht

発売日 2015年12月10日

マリオ ルイージRPG
ペーパーマリオMIX
メーカー名 任天堂

価格 5076円
［税込］

いがかなう不思議な箱

マリオ、ルイージ、ペーパーマリオの大冒険！

マイメロディがマリーランドで大冒険！

メーカー名 ケムコ
価格 1080円
［税込］

国の野望を ち け！
を極めた“エナジ戦争”の事実
上の 戦からまもなく100年。 長ら
く平 が続いていたが、 国が突如
戦を 告。 世界は再び戦乱の 中
に叩き落とされる。 ファンタジー世
界の戦記物語を、 多数登場するキャ
ラクターたちが彩るRPG。

発売日 2015年12月16日

発売日 2015年12月23日

！

価格 4849円
［税込］

“ ガ3D復 プロジ クト”のメモリアルパッケージ第２弾！
本ソフトで初登場の
『パワードリフ
ト』と
『 よ よ通』に加え、
『ファン
タジーゾーンⅡダブル』
、
『ソニッ
ク』、
『サンダーブレード』
、
『ギャラ
クシーフォースⅡ』
、
『獣王記』を収録
し、オマケで３タイトル追加！ 作品
数、内容ともに充実のラインナップ！

メダロット9
カブトVer.／クワガタVer.

モンスターストライク
っ りハンティングRPG
発売日 2015年12月17日 価格 4860円
［税込］

『モンスターストライク』
が3DSに登場！
スマホアプリゲーム
『モンスタース
トライク』が3DSでも遊べる！ 3DS
版は主人公の レンが、 仲間と協力
しながら街中に出現するモンスター
とバトルを繰り広げるRPGになって
いる。 ストライクショット時のアニ
メーションは必見！

脱出アドベンチャー 神

メーカー名 テヨンジャパン

ジャンル アクション

アーカイブス2

世界でも しい人工島に建設され
た海上空 、“
国際空 ”での
空管制を体験できる 空管制シミュ
レーションゲーム。国内外20社の協
力を得て、多種多様な 空機が登場。
また、 自分だけのオリジナルステー
ジを作成できる。

サンリオのキャラクター、 マイメ
ロディが主人公のアクションゲーム。
おとうさんからもらった“願いがかな
う不思議な ”をクロミに持っていか
れてしまったマイメロディは、 クロ
ミを追って不思議な世界マリーラン
ドを駆け回る。

オーシャンランナー

ガ3D

メーカー名 セガゲームス

ジャンル

価格 5184円
［税込］

不思議な本から飛び出したペラペ
ラなペーパーキャラクターたちをも
との世界に戻すために、 マリオとル
イージとペーパーマリオの３人が力
を合わせて大冒険！ フィールド上の
難所は３人で協力して繰り出す“トリ
オアクション”で乗り越えよう。

アルファディア

国 空 のリアルな 空

スコアを伸ばそう。

ジャンル バラエティ

メーカー名 ミクシィ

ジャンル アクション バラエティ
発売日 2015年12月10日

ケージ

シミュレーション パズル
発売日 2015年12月17日 価格 6480円
［税込］

ディズニーの映画『ベイマックス』
の“その後”が楽しめる横スクロール
アクション。 天 ロボット工学者の
ヒロとその友人たちは、 ボットの
略からサンフランソウキョウを守る
ために再び立ち上がる。 アイテムを
集めて能力を強化しよう。

メーカー名 日本コロムビア

ジャンル ブラザーアクションRPG

く
空
エアポートヒーロー
3D 空 ALL STARS

チーム・ベイマックスが再び立ち上がる！

マイメロディ

グ。敵を倒しながらポイントを集め、

は加工することも可能。

ジャンル

価格 4104円
［税込］

サンリオのキャラクター“ぐでたま”
の料理ゲームが登場。 パズルで食材
を集めて、ミニゲームでクッキング！
レシピは100種類以上あり、 さまざ
まなぐでたまを生み出せる。ただし、
料理に失 すると“グレたま”になっ
てしまうので注意！

取するものによってさまざま

メーカー名 ソニックパワード

ジャンル ヒーロースクロールアクション

つ設置されたチェックポイントを通
過し、 指定されたポイントへの着地

な資材が入手できる。 入手した資材

現。ナンバー１プチモを目指そう！

メーカー名

クッキング
発売日 2015年12月3日 価格 5184円
［税込］

育成シミュレーション。 開拓者が
を伐ると“ 太”、 岩を
すると“原

“リアルなランウェイ”をゲームで再

ベイマックス ヒーローズバトル

でたのむわー

しの

メーカー名 イマジニア

カブトVer.

クワガタVer.

ジャンル RPG

発売日 2015年12月24日
価格 6264円
［税込］

世界 一新、 島の学園が舞台
知能を持つロボット、 メダロット
とともに戦うRPG。登場するメダロ
ットなどが異なる２バージョンがあ
り、
『カブトVer.』
は射撃タイプ、
『ク
ワガタVer. 』は格闘タイプがパート
ナーとなる。 登場メダロットは両バ
ージョン合わせて約300体！

い

メーカー名 アークシステムワークス

価格 300円
［税込］

ギルバートの の行方やいかに
主人公のギルバートを操作して敵
を倒したり障害物を避けながら海を
進むアクション。 ダッシュして敵を
倒すとコンボが発生して高得点につ
ながり、高得点を 得すると“ストー
リーパール”を入手でき、ギルバート
の の行方を見られる。

©2015 Disney. 2015 GameMill Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Developed by 1st Playable Productions, LLC. 1st Playable and its logo are trademarks of 1st Playable Productions, LLC.
All Rights Reserved. Licensed to and published in Japan by Bergsala Lightweight Co., Ltd . ©2013, 2015 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.564293 ©Imagineer Co., Ltd. ©2015 Nintendo
Developed by ALPHADREAM ©2007-2015 KEMCO/EXE-CREATE ©Shinchosha ©Happinet ©2015 Disney. 2015 GameMill Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Developed by 1st
Playable Productions, LLC. 1st Playable and its logo are trademarks of 1st Playable Productions, LLC. All Rights Reserved. Licensed to and published in Japan by Bergsala Lightweight Co., Ltd .
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メーカー名 テヨンジャパン

りシミュレーション
発売日 2015年12月16日 価格 800円
［税込］

建物を建てて街を発展させていく街

ジャンル

132

メーカー名 アークシステムワークス
ジャンル

で登場。 人気のリアルブランドのコ

めに冒険に出る。

発売日 2015年12月9日

ドロップゾーン アンダーファイヤ

をつくろう～

に登場する、 いつも陽気でおっちょ

しようと、 お花をたくさん集めるた

ジャンル RPG

～

オシャレ雑 『ニコ☆プチ』が3DS

こちょいなオラフが主人公になった
横スクロールアクション。 オラフは

発売日 2015年12月3日

時

憧れのニコ プチモデルになって大活 ！

ディズニーの映画
『アナと雪の女王』

ぐでたま

大

ジャンル 脱出ゲーム

発売日 2015年12月22日

価格 600円
［税込］

“クノカミさま”
の謎を追え！
主人公のワカルは 団地で見つけ
た“クノカミさまの い ”を使用し
たのを 切りに、 不可解な事件や現
を体験する。物語を読み進める“ア
ドベンチャーパート”と、謎を解き脱
出を試みる“探索パート”で構成され
る脱出アドベンチャー。
©1976, 2005, 2015 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S564493 ©2015 NIPPON COLUMBIA CO., Ltd. ©2015 Teyon Japan
会社.
© ARC SYSTEM WORKS
©1998-2015 Copyright TechnoBrain CO.,LTD. ©2015 Sonic Powered Co.,Ltd. ©mixi, Inc. All rights reserved. © INTENSE © ARC SYSTEM WORKS
©2015 Selectsoft Publishing. Licensed to and published by Teyon. ©SEGA © Imagineer Co., Ltd.
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ゼルダ無双 ハイラルオールスターズ
メーカー名 コーエーテクモゲームス

ジャンル アクション

ニ ン テ ンド ー 3 D S オ ー ル ソ フト カ タ ロ グ

2016

発売日 2016年1月21日

BATTLEMINER
メーカー名 スターサイン

ジャンル オープンワールドADVゲーム

価格 5554円
［税込］

発売日 2016年2月10日

『ゼルダの伝説』
の世界で無双しよう！

巨大 に

価格 500円
［税込］

された世界を生き びろ！

『ゼルダの伝説』と
『無双』シリーズの

資源を

を自ら作り出すオープンワールドア

ラクター、 ステージ、 モードを新た

る“クリエイティブモード”、 多人数

がニンテンドー3DSに登場！ Wii U
版の要素をほぼ収録し、 さらにキャ

ドベンチャー。生存者を救う“サバイ
バルモード”、豊富な資源で世界を作

に追加。 おなじみのキャラクターた
ちで爽快に大

カードファイト!! ヴァンガードG
ストライド ト ビクトリー!!

ハコボーイ！ もうひとハコ
メーカー名 任天堂

ジャンル パズルアクション
発売日 2016年1月6日

メーカー名 フリュー

価格 680円
［税込］

２つのハコを駆使してパズルを解こう！

メーカー名

発売日 2016年1月14日

クロノたちと一 に全国大

ハコを出すことができるキュービ
ィを操作して、 障害物を乗り越えて
ゴールを目指すパズルアクション『ハ
コボーイ！』の続編。今作ではキュー
ビィがパワーアップし、 ハコを２つ
出せるように！ ひらめきでパズルを
解き進めていこう。

エイリアンパニック！

発売日 2016年1月13日

メーカー名 スターサイン

価格 200円
［税込］

パズルで

発売日 2016年1月20日

人を撃 せよ！

戦クロニクル

発売日 2016年1月13日

血塗られた時代に ぐ戦いと絆の物語
血みどろの部族間闘争に明け暮れ
る地 世界ラフトと、 ラフトへの
攻を てる地上世界イルミカ。 世界
を２つに割る“聖戦”の 中で物語が
がれるファンタジーRPG。仲間と
の“パルトナ
（絆）”を上昇させて強力
な連携技を繰り出そう。
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運命

ジャンル ジュブナイルRPG
発売日 2016年1月20日

発売日 2016年1月28日

コレクターも多いファッションド
ールを3DSで手軽に楽しめる。 ドー
ルの着せ替えで選べるアイテムは
600種類以上！ ヘア、トップス、ド
レスなどを組み合わせてかわいく着
らせよう。 ドールを作ったらフレ
ームやシールでデコろう！

真・女神転生

FINAL

ジャンル RPG

価格 無料

発売日 2016年2月10日

トイキャラクターをタッチペンでゴールに導け！

価格 6998円
［税込］

『真・女神転生 』
の世界 を

3DSにamiiboをタッチすると登場
するゼンマイ仕掛けのトイキャラク
ターを操作し、 ステージのゴールを
目指すアクションパズル。 トイキャ
ラクターは異なる特殊能力を持って
おり、 特定のトイキャラクター専用
のステージも存在する。
です。
するには、

の

「ニンテンドー3DS NFC

した正 的

前作
『真・女神転生 』の世界をも
とにまったく新しいシナリオが展開
される。 荒 し、 複数の勢力の思惑
が交 する東京を舞台に、 たくまし
く生きる人外ハンター。 主人公は人
外ハンターの見習いとして悪魔との
戦いに身を投じていく。

～なりきりキッズ～
おしごとテーマパーク2ライト
メーカー名 カルチャーブレーンエクセル

価格 1000円
［税込］

クラスメイトとゲーム世界で大冒険！
ゲーム世界に入り込んだクラスメ
イトたちと一緒に冒険するジュブナ
イルRPG。それぞれ得意分野が異な
る30人のクラスメイトを自由に編成
してパーティを組もう。RPGのお約
的な展開を前にしたクラスメイト
たちのリアクションは必見！
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ファッションドールを手軽に楽しめる！

メーカー名 アトラス

本 フト プレイするにはamiibo
（
）
ニンテンドー3DS／3DS LLでamiibo
リー ー／ライター」
です。

メーカー名 ポイソフト

価格 1080円
［税込］

ジャンル アクションパズル

押し寄せる敵軍から城を守るディ
フェンスゲーム。 陣地内に自由に軍
事 設や兵力を配備して、 備がで
きたら戦闘開始！ 的確に罠を発動さ
せれば敵軍を一気に 滅できる。 兵
士たちに指 を飛ばし、 ３つのゲー
ムモードを制覇しよう。

学

メーカー名 ケムコ

ジャンル RPG

価格 500円
［税込］

価格 500円
［税込］

DSiウェアソフト『ナゾのミニゲー
ム』が“ちょいがえ”されて復活！ バ
ランスが調整され、 前作よりさらに
遊びやすくなった。 勇者はミニゲー
ムでレベルアップする。20種類以上
の多彩なミニゲームに挑戦して成長
させていこう。

メーカー名 任天堂

軍からお城を守るディフ ンスゲーム

上から迫り来る宇宙人の 間を埋
めて横１ にラインをそろえ、 宇宙
人を消していくパズルゲーム。全32
ステージの“惑星モード”、 全16ステ
ージの“衛星モード”、 そして時間制
限なしでエンドレスに遊べる“無限モ
ード”の３種類で遊べる。

発売日 2016年2月10日

ミニマリオ ＆ フレンズ
amii oチャレンジ

クラッシュ

ジャンル アクション

メーカー名 メビウス

ジャンル ドレスアップドール＆デコレーション

ミニゲームに挑んで勇者をレベルアップ！

テレビアニメ『カードファイト!! ヴ
ァンガードG 』がゲーム化！『レギオ
ンメイト編』のキャラクターたちのオ
リジナルストーリーも楽しめる。 新
能力『双闘
（レギオン）』と『超越（スト
ライド）』に対応し、 約3800枚もの
カードを収録。

お

メーカー名 スターサイン

ジャンル パズル

南電機

RPG
発売日 2016年1月27日 価格 500円
［税込］

を目指せ！

ドが用意されている。

きせかえ人 アトリエ・デコ・ラ・ドール
コレクション

ジャンル ミニゲーム

価格 6458円
［税込］

で遊ぶ“マルチプレイ”の３つのモー

れしよう。

ナゾのミニゲーム ち いがえ

ジャンル カードファイトシミュレーター

し、 冒険に必要な道具

コラボレーション作品
『ゼルダ無双』

ジャンル お

体験ゲーム

発売日 2016年2月10日

価格 500円
［税込］

12種類のお仕事をテーマパークで体験！
テーマパークで人気のお仕事を体
験できるゲーム。 ケーキ屋さんや保
育士さんなど、 小学生の女の子が
来なりたい職業ベスト10を中心とし
た、12種類の職業が入っている。パ
ーク内にあるお城では、 王子様やお
姫様からアイテムをもらえる。
©Nintendo ©コーエーテクモゲームス All rights reserved. Licensed by Nintendo ©2013-2016 MECHANIC ARMS ©2016 Nintendo © 2014 Wobbly Tooth Ltd. All rights reserved. Published
and distributed by Starsign, Inc. in Japan under license from Wobbly Tooth Ltd. ©STARFISH-SD Inc. ©mebius. ©ATLUS ©SEGA All rights reserved. ©2016 culturebrainexcel

135

2018/06/05 16:58

不思議の

のラビリンス

超チャリ

メーカー名 ライドオンジャパン

ジャンル ダンジョンRPG

発売日 2016年2月10日

『

あつめて! 超獣ハンター

メーカー名 スパイシーソフト

価格 648円
［税込］

ジャンル アクション

発売日 2016年2月24日

の国の冒険 場』
のスピンオフ作品！

っくるが続々登場！ 全54種類のお

リーズの3DS最新作。 設計図と素材
を集めて作れる乗り物“超獣ライド”
な性

えながら進んでいこう。

メーカー名 カプコン

価格 2990円
［税込］

価格 2800円
［税込］

メーカー名 メディアファイブ

価格 1800円
［税込］

になるために世界を救え！
突如現れた未知の生物に世界中が
大 乱。 世界の危機に 大統領が立
ち上がり、 市 とともに事件を解決
しながら 持 を上げ、 大統領を目
指していくRPG。 仲間になる40人
の市 は就いている職業にちなんだ
能力で戦闘をサポートしてくれる。

ジャンル 資格学習

発売日 2016年3月2日

ハイキュー!! Cross team match！
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

価格 2800円
［税込］

用情 技 者試験の重要問 を重点的に学習
問題の繰り返しで効 的に学
習できる『マル合格! 』シリーズ。この
ソフトでは応用情報技術者試験の対
策を、 いつでもどこでも3DSで手軽
に行える。 試験に出やすい問題を５
段階で表 しており、 重要度の高い
問題を重点的に学習できる。

世界からの脱出を目指そう。

とれ ビンとれ

ジャンル パズル

発売日 2016年3月9日

価格 200円
［税込］

数字が書かれたビンゴカードを使ったパズル
ビンゴカードを使用したパズル。
スライドパズルのような操作でお題
を解く“スライドビンゴ”、 指定され
た 件の数字をタッチする“タッチビ
ンゴ”、下画面に現れる数字ボールを
タイミングよく取る“キャッチビンゴ”
の３つのモードがある。

メダロット ガールズミッション
カブトVer.／クワガタVer.

体験シミュレーション
発売日 2016年3月3日 価格 6156円
［税込］

『ハイキュー 』
の世界に び もう！
台の 葉原高校でたった１人の
バレー部員となってしまった主人公
の１年生は、 野高校で行われる合
同バレーボール合宿に 加すること
に ……。 ゲーム完全オリジナルスト
ーリーをフルボイスで楽しめる青
体験シミュレーション。

カブトVer.

クワガタVer.

メーカー名 イマジニア

ジャンル アクション

発売日 2016年3月10日

価格 6264円［税込］

女子高生 定大 “女神 ”
で

万年前の日本を冒険する映画
『ド
ラえもん 新・のび太の日本誕生』
がゲ
ーム化！ 不死身の
王ギガゾンビ
やクラヤミ族、 野生動物たちとパズ
ルでバトルする原始生活アドベンチ
ャー。“ひみつ道具”を駆使して映画
の世界を遊びつくそう！

ジャンル

©RideonJapan,Inc. ©Rideon,Inc. ©ASJ INC. © RSF © Flyhigh Works © CIRCLE Ent. ©2016 media5 corporation. © 2015 Eden Industries. © ATLUS. Licensed to Atlus U.S.A., Inc.
Published in Japan by ARC SYSTEM WORKS ©Spicysoft® ©Yuta Hoshino ©CAPCOM CO., LTD. 2015 ALL RIGHTS RESERVED. © 2016 Abylight Studios Licensed to and published
by Rainy Frog LLC ©2016 media5 corporation.
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年 の 本を大冒険！

ビギナーからエキスパートまで、
誰でも簡単に音楽が作れるソフト。
ピアノ、 マリンバ、 オルガンなどか
ら楽器を選び、 サンバやロックなど
のリズムを選択。 そのあとにコード
とテンポを調整すれば、 あなただけ
のオリジナル楽曲が完成！

者試験平成28年度版

価格 1080円
［税込］

生活アドベンチャー
発売日 2016年3月3日 価格 4841円
［税込］

でも簡単に 楽が作れる！

マル合格！

探索してアイテムを手に入れ、 本の

メーカー名 スターサイン

ドラえもん 新・のび太の日本誕生
メーカー名 フリュー

価格 800円
［税込］

の世界を冒険するアドベンチャー。

エンジニアである主人公のルーク
スは、 洞窟の
所で 人 機の少
女エテルと 撃的な出会いを果たす。
その出会いは、 やがて世界を るが
す大事件へとつながっていく ……。
武器が成長するシステムが特徴的な
S ファンタジーRPG。

ジャンル

成ツール
発売日 2016年3月2日

界に じ込められてしまった主人公
カタルが、 物語がおかしくなった本

ビンゴde

年と機 の少女が織りなす物語

メーカー名 レイニーフロッグ

問題の繰り返しで効 的に学
習できる
『マル合格! 』シリーズ。この
ソフトでは基本情報技術者試験を、
１日10問解くだけで手軽に学習する
ことができる。 豊富な過去問や用語
解説機能なども搭載しており、 これ
１本で試験対策はバッチリ！

メーカー名 アークシステムワークス

発売日 2016年3月2日

ジャンル

本情 技 者試験の対策を3DSで

！

ジャンル RPG

フィント

によって
『不思議の国のアリス』の世

っくるをコンプリートして感動

無限のデュナミス

『ロックマン』シリーズのうち、ファ
ミコンで発売された６作を収録。 さ
らに、 リミックスしたステージに挑
戦できる“チャレンジモード”、 大
な設定資料や当時の広告 材などを
閲覧できる“ミュージアムモード”も
搭載している。

Musicverse バーチャル キーボード

イタズラ好きな本の妖

っくるを探して

のエンディングを迎えよう。

ファミコン版
『ロックマン』
ここに集結！

ドット絵のキャラクターを操作す
るアクション
『魔女と勇者』の続編。
ちびゆうしゃとちびまじょを同時に
操作してモンスターを倒していく。
ちびまじょが倒されるとゲームオー
バーになってしまうので、 ちびゆう
しゃで守ってあげよう。

メーカー名 メディアファイブ

、 おじ

メーカー名 ケムコ

発売日 2016年2月25日

ちびゆうしゃとちびまじょで力を合わせて戦おう

者試験平成28年度版

じ

略に役立てよう。

ジャンル アクション

の国のアリス』
の世界から脱出しよう！

集める探索収集ゲーム。 ハートを集
めてレベルを上げると新たなおじ

を備えている。 ステージの攻

ロックマン
クラシックス コレクション

『

価格 500円
［税込］

部屋に現れる手のひらサイズのお

は全部で40種類あり、それぞれ特殊

ビットテイストアクション
発売日 2016年2月17日 価格 400円
［税込］
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おじさん妖 おじ っくるを集めよう！
走感が魅力

しめる。 こちらが動かない限りモン

メーカー名 フライハイワークス

大

発売日 2016年3月9日

じさん妖

ジャンル

発売日 2016年2月24日

ジャンル 脱出アドベンチャー

的なアクションゲーム『チャリ走』シ

魔女と勇者Ⅱ

シチズンズ オブ アース
戦え！ 大
と40人の

メーカー名 インテンス

ゲーム
価格 600円
［税込］

むローグライクのダンジョンRPG。

く

ジャンル RPG

！

高速で走るチャリの

スターも動かないので、 一歩一歩よ

発売日 2016年2月17日

さん探索
発売日 2016年3月2日

超獣チャリでステージを

ダンジョンはプレイするたびに構
が変化するので、 回違う冒険が楽

ジャンル 資格学習

脱出ファンタジー
アリス・イン・エスケープランド

っくる＋（プラス）

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル お

価格 680円
［税込］

伝説の秘宝を求めて謎の迷宮に挑

マル合格！
本

みつけて！お

を目指せ！

女子高生とパートナーのメダロッ
トが戦うアクション。 少女たちの会
話や思いを描く“会話パート”と、 メ
ダロットを操作して戦う“ロボトルパ
ート”を繰り返しながら物語が進行す
る。
『カブトVer. 』
と
『クワガタVer. 』
では舞台となる高校が異なる。

TOKI TORI 3D
メーカー名 レイニーフロッグ

ジャンル パズル

発売日 2016年3月23日

価格 400円
［税込］

かわいい主人公
“

R”
の大冒険
ヒヨコのような主人公を操作して
を回収するアクションパズル。 ア
イテムを使いこなしてクリアを目指
そう。 ゲームの途中で間違えた行動
をとってしまっても大 夫。“巻き戻
し”ボタンを押せば、好きなところか
ら再スタートできる。

©Appliss Inc. ©BANDAI NAMCO Entertainment inc. ©2012-2016 KEMCO/EXE-CREATE ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2016 ©FURYU Corporation.
©
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Inc. in Japan. © Imagineer Co., Ltd. © 2015 Two Tribes Publishing B.V. Licensed to and published by Rainy Frog LLC
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メーカー名 ライトウェイト

メーカー名 レベルファイブ

ジャンル 3Dレースアドベンチャー
発売日 2016年3月23日

ジャンル シミュレーション

価格 864円
［税込］

発売日 2016年4月2日

サンリオキャラクターズのわくわくレース！

武 妖怪で天

成

キャラクターたちがかわいいレース

ミュレーション。 ジバニャンやコマ

!!

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

体験 アクション
発売日 2016年3月24日 価格 6156円
［税込］

の学校生活を体験しよう！

メーカー名 スクウェア・エニックス

ジャンル ロールプレイング

メーカー名 D3パブリッシャー

発売日 2016年3月24日

育てたモンスターに ることができる！

価格 500円
［税込］

メーカー名 賈船

ジャンル アクション

発売日 2016年3月30日

発売日 2016年4月6日

価格 500円
［税込］

ドローン“RV-7”を操 して 害救
助や防衛
などのミッションに挑
戦するアクション。 ミッションでは
攻撃してくる敵がいるので、 回避し
ながら目 を達成しなければならな
い。 ６つのフィールドに ６つ、 合
計36のミッションを収録。

価格 3996円
［税込］

応じたボーナスも加算される。 目指
せ高得点！

ファンタジーパイレーツ

価格 2700円
［税込］

『密 からの脱出』
シリーズの 作集第１弾！
過去に発売された『 T E 密 から
の脱出』シリーズのなかから『セレブ
な 豪 編 』、『 南 国 の リ ゾ ー ト 編 』、
『遊びの天国クマドナルボウル編』
、
『テレビ 密着24時編』
、
『 快なサ
ルとファミレス編』
の５本を厳選して
収録した謎解きアドベンチャー。

ジャンル アクション

発売日 2016年4月20日

価格 500円
［税込］

海 になって宝箱を い取ろう！

ディズニーキャラクターの描き方
が学べるイラストレッスンソフト。
３層のレイヤーやアンドゥなど、 ペ
イントツールに必 の機能はもちろ
ん搭載！ 上手に描けたイラストは
SNSに投稿したり、SDカードに保
存して友だちに見せよう。

海 になって宝 が置かれた島の
周囲をぐるぐる回りながら、 砲弾で
拠点を攻撃していくタワーオフェン
ス型のアクションストラテジーゲー
ム。 島からの攻撃や、 海の上にある
障害物を回避しながら、 タッチペン
で砲撃を加えていこう。

人

チャレンジ！

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル ミニゲーム

発売日 2016年4月20日

プリンが転がる っぱりアクション！

価格 800円
［税込］

人間ゲームが盛りだくさん！

ワンダーランドで迷子になったお
友だちを すためにプリンが 闘す
るアクション。 下画面にいるプリン
をタッチペンでひっぱってから離し
て転がし、 ステージ上にあるギミッ
クに当ててポイントを稼ごう。 プリ
ンが転がる姿がとってもキュート！

ポラーラ -Polara-

メーカー名 スパイク・チュンソフト

ジャンル スピードランアクション
発売日 2016年4月13日

シンプルな形なのにどこかかわい
い棒人間を操作して、 さまざまなミ
ニゲームにチャレンジしよう。 ミニ
ゲームの数は全部で80種類以上！
一部のミニゲームはインターネット
ランキングに対応しているので、 全
国のプレイヤーと記録を競おう。

テラリア

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル 脱出アドベンチャー

”、“×”、“×２ ”、

につれて高得点が入り、 計算記号に

ディズニーキャラクターの描き方を学 う！

マジックハンマーを手にした主人
公が村の平 を取り戻すために冒険
するオープンワールドRPG。“スト
ーリーモード”と“クリエイティブモ
ード”の２つのモードを搭載。 また、
マルチプレイにも対応しており、 最
大２人まで同時に遊べる。
ケージ

”、“

”の５種類の計算記号を、“ターゲ

メーカー名 賈船

っ りアクション
発売日 2016年4月7日 価格 5184円
［税込］

価格 500円
［税込］

数字と“

ット数”と同じ数値になるようにつな
いでいくパズル。 作る式が長くなる

える

メーカー名 イマジニア

©1976, 1979, 1985, 1988, 1993, 1996, 2001, 2005, 2016 SANRIO CO., LTD. (H) Licensed to and published by Bergsala Lightweight Co., Ltd. ©松井
／集英社・アニメ
「
」
製作委員会
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2016 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. © 2016 EnjoyUp Games Publishing in Japan by COSEN Co., Ltd.
© 2016 LEVEL-5 Inc.／コーエーテクモゲームス ©2014 INTENSE ©2014 D3 PUBLISHER ©2016 Wobbly Tooth Ltd. Publishing in JAPAN by COSEN Co., Ltd. ©INTENSE ©D3 PUBLISHER
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“

編』
、

ジャンル

２人プレイ 能なオープン ールドRPG

発売日 2016年4月7日

を

ポムポムプリン コロコロ大冒険

メーカー名 D3パブリッシャー

ドローンを操 してミッションをクリアせよ！
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発売日 2016年4月7日

マジックハンマー

SIMPLEシリーズ for ニンテンドー3DS
Vol.2 THE 密 からの脱出 アーカイブス1

マイ・ドローン

スポーツジム編』
の５本。

さまざまな“密 ”からの脱出を試
みる『密 からの脱出』シリーズ。 本
作の舞台はシリーズ初の屋外ステー
ジであるキャンプ場。 多種多様な器
具を駆使してテントや湖畔のボート
などに仕掛けられた謎を解き、 キャ
ンプ場から脱出しよう。

『ドラゴンクエスト』シリーズでおな
じみのモンスターを育成や配合しな
がら、 自分だけのモンスターを生み
出せるRPG。登場モンスターは500
種類以上！ 新たに追加された“ライ
ドシステム”で、仲間にしたモンスタ
ーに乗ることができる。

RV-

オケ編』
、
『ふしぎ発見！博物

『旅は道連れ！ 道編』
、
『

メーカー名 任天堂

メーカー名 賈船

価格 5670円
［税込］

からの脱出』シ

リーズの 作集。収録タイトルは
『癒
されない温 編』、『延長必 のカラ

ジャンル イラストレッスン

今度の
“密 ”
は屋 であるキャンプ場！

ジャンル RPG

数字をつないで
“ターゲット数”
にしよう！

ディズニーアートアカデミー

ジャンル 脱出アドベンチャー

3-Eの生 となって学校行事やテ
スト、 せんせーの暗 をこなしな
がら、 業までを過ごすゲーム。 時
間割りを決めて自分自身を好きなよ
うに育成し、 暗 やテストをクリア
しよう。 せんせーを操作するアク
ションも楽しむことができる。

ドラゴンクエストモンスターズ
ジョーカー３

売された『 T E 密

姿で登場！

SIMPLE DLシリーズ Vol.40 THE
密 からの脱出 ～大不
キャンプ場編～

価格 400円
［税込］

『アーカイブス1 』と同様、過去に発

さんたちおなじみの妖怪がかっこい

発売日 2016年4月6日

発売日 2016年4月20日

『密 からの脱出』
シリーズの 作集第２弾！

がコラボレーション！ 戦略を組み立
てながら武 妖怪を動かしていくシ

い武

ジャンル パズル

価格 2700円
［税込］

』

とレベルファイブの
『妖怪ウォッチ』

ジャンル

3年

一を目指せ！

リオのキャラクターたちと一緒に遊

タイムアタックも楽しめる。

アサシン

発売日 2016年4月7日

コーエーテクモゲームスの
『三

を競うほかに、

メーカー名 レイニーフロッグ

ジャンル 脱出アドベンチャー

価格 4968円
［税込］

べる3Dレースゲーム。さまざまなコ
ースを舞台に、 キュートなサンリオ

暗

ツナガレ・ナンバーズ

メーカー名 D3パブリッシャー

ハローキティをはじめとするサン

を繰り広げる。 順

ケージ

SIMPLEシリーズ for ニンテンドー3DS
Vol.3 THE 密 からの脱出 アーカイブス2

妖怪三

ハローキティのキラキラわくわくレース

価格 400円
［税込］

を り えながら駆け抜けろ！
前へ前へと走りつづける主人公ラ
ーラが、 防衛システムが り らさ
れた都市を走るスピードランアクシ
ョン。 防衛システムからの攻撃は、
ラーラの防護服の色を合わせること
で安全に通過できる。 ジャンプとカ
ラーチェンジを駆使して駆け抜けろ！

ジャンル モ

りアクションアドベンチャー
価格 3000円
［税込］

発売日 2016年4月21日

想像力 第で遊び方は無 大！
土や などのブロックで作られた
広大なフィールドを自由に って素
材を集め、 家を建てたりアイテムを
作りながら世界を形成していくアク
ションアドベンチャーゲーム。 トロ
ッコに乗ったり釣りをしたり、 モン
スターとの戦闘も楽しめる。

©2016 Nintendo ©2016 Disney. ©2016 Disney/Pixar. ©1996, 2016 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S565193 ©Imagineer Co., Ltd. © Hope This Works Games Inc. © Flyhigh Works
© 2014-2016 Ludomotion. Nintendo 3DS version developed by Engine Software. Licensed to and published by Rainy Frog LLC. © 2015 EnjoyUp Games Publishing in Japan by COSEN Co., Ltd.
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Published by 505 Games (and Spike Chunsoft for Japan region). ©2016 Re-Logic. Portable versions developed by Codeglue. All Rights Reserved.
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電車運転指令！ 東

-CHASE- 未
～ い
～

編

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル 電車運転体験ゲーム
発売日 2016年4月27日

界のクレイシア

メーカー名 アークシステムワークス
発売日 2016年5月11日

運転士になって東海道線を ろう！

未解決事件に挑むハードボイルドアドベンチャー
５年前に発生した爆発事故は

る。異世界でさまざまな人と出会い、

方となり、 敵対する人間と戦わせる

い怪しい電話をきっかけに、 眠らさ
れた事件へと挑むアドベンチャー。
に所

する

解決事件を再

の未解決事件

価格 500円
［税込］

発売日 2016年5月19日

LEGO マーベル アベンジャーズ
メーカー名 ワーナー

価格 4536円
［税込］

アベンジャーズの力、ここに集まる

つなぎ3D メル

のカービィ ロボボプラネット
メーカー名 任天堂

発売日 2016年5月25日

ン編

価格 800円
［税込］

地 な継 と暮らす少女アンを せに導こう

Henri-アンリ-

によってキカイ化された世界を救え！

ジャンル 2Dアクション

発売日 2016年6月1日

©2016 Jupiter ピクロスは任天堂の登録商標です。 © 2016 The LEGO Group. © 2016 MARVEL.
©
／集英社・ の ーローアカ ミア製作委員会・MBS ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Project

価格 5184円
［税込］

解な異変から世界を救え！

車や電車を避けたり、 太を足場
にしながら道路や川を渡るアクショ
ンゲーム。 ステージ内すべてのチェ
ックポイントを通過してからゴール
を目指す“たどりつき走”と、 制限時
間が切れるまで車を避けつづける“い
きのこり走”の２つのモードがある。

タッチバトル戦車3D-4
ダブルコマンダー

うごくまんが デジコロ ケシカスくん
Vol.001 け！ちくわ ！
メーカー名 小学館

ジャンル 戦車アクションシューティング
発売日 2016年6月8日

『太 の達人』3DSシリーズの最新
作。3DS版でおなじみの“冒険モード”
が パ ワ ー ア ッ プ！ RPG さ な が ら、
フィールドを探索したり、 仲間を集
めて８対８の演 バトルを楽しむこ
とができる。 世界中のミステリース
ポットに隠された謎を解き明かそう！

価格 500円
［税込］

協力プレイで敵を撃破せよ！

ジャンル デジタルコミック
発売日 2016年6月22日

価格 100円
［税込］

『デジコロ』
で
『ケシカスくん』
を楽しもう！

スライドパッドで戦車を操 し、
タッチペンで攻撃する
『タッチバトル
戦車3D 』シリーズの第４弾。 自機は
攻撃型と回避型の２タイプから選択
できる。 また、 今作では新たな機能
としてローカル通信による協力プレ
イが搭載された。

デジタルとコロコロコミックが合
体。その名もデジコロ！ コロコロコ
ミックでおなじみのキャラクターが
動き出してしゃべり出す、 スペシャ
ルな電子コミック！ 人気のマンガ
『ケ
シカスくん』
シリーズをデジタルマン
ガ、デジコロで楽しもう。

逆転裁判6
メーカー名 カプコン

ゲー

価格 500円
［税込］

超高難度のダンジョンに挑め！

ロボット軍団を操る悪の 業によ
って、 ポップスターが危機に って
しまう。 コピー能力を持つカービィ
を操作して、 敵の能力をスキャンし
てさまざまなモードに変形するロボ
ット“ロボボアーマー”とともに悪の
業に立ち向かおう。

リズムゲーム

発売日 2016年6月16日

険な道路を 断しよう！

星神様が用意する点をつないでア
イテムを作り、 困っている人々にプ
レゼントするパズルゲーム。 継 に
いじめられながらマッチを売り、
に をともすような生活を る少女
アンの物語を、全90のステージをク
リアしながら追いかけよう。

メーカー名 ヒットポイント

価格 5076円
［税込］

価格 380円
［税込］

メーカー名 シルバースタージャパン

ジャンル パズル・

映画
『アベンジャーズ』
や
『アベンジ
ャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』に
登場したマーベルのキャラクターた
ちが
『レゴ ゲーム』の世界に集結！
彼らが持つ特殊能力を
に応じて
使い分け、 ギミックや謎をひらめき
でクリアしていこう。

3DScat_data_QR1_134-156_2016.indd 140-141

発売日 2016年6月1日

メーカー名 Collavier

ジャンル アクションアドベンチャー

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント
ジャンル

『
少年ジャンプ』の連載作品『
のヒーローアカデミア』を3DSで初
のゲーム化。 キャラクターの特殊能
力“個性”をコントロールして戦うヒ
ーローアクション。 主人公の出 を
はじめとした1-Aの生 12人の視点
でストーリーを楽しめる。

不思議な

して戦うことが重要だ。

太 の 人
ドコドン！ミステリーアドベンチャー

メーカー名 スターサイン

ジャンル アクション

“個性”
を活かして戦うヒーローアクション！

数字をヒントにイラストを完成さ
せる
『ピクロスe 』シリーズの第 弾。
今作では未確定の 面に目 を付け
られる“マーク入力機能”を追加。 上
級者のやり込み要素として、 アシス
ト機能を使わずに問題を解くと“
”
がもらえるようになった。

ことができる。 スライムの特徴を

真を待ち受ける結末とは ……？

デンジャーロード

価格 6156円
［税込］

たしていくシミュレーションRPG。
のっとられた人間はスライム側の味

旅をつづけるなかで成長していく

せよ！

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル ヒーローアクション

になった主人公の 真は、 彼を召喚
した 女のシンシアと冒険の旅に出

事となって、 過去の未

のヒーローアカデミア
バトル・フォー・オール

© ARC SYSTEM WORKS
© ARC SYSTEM WORKS
©2014-2016 Hit-Point/

スライムの特殊能力“のっとる”を

東京第三

新機能追加でより遊びやすくなった！

140

スライムを操作して人間をのっとれ！

ファンタジー世界が舞台のRPG。

せよう。 ミッションクリアでもらえ

に
車さ

メーカー名 ジュピター

の

異世界に召喚された少年が魔王に立ち向かう！
人

価格 500円
［税込］

使用し、 人間をのっとって野望を果

ピクロスe

発売日 2016年4月28日

発売日 2016年6月15日

異世界に召喚され、 魔王と戦うこと

グ電車や建物が入手できる。

ジャンル アクション

価格 1080円
［税込］

事件だった ……？ 身元もわからな

るガチャチケットを使うとラッピン

発売日 2016年4月28日

発売日 2016年6月1日

ジャンル シミュレーションRPG

東京駅〜熱海駅間を運転するゲーム。
速度制限や一時 止などの指
って走行し、 定刻どおり駅に

発売日 2016年4月27日

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル RPG

価格 800円
［税込］

電車の運転士となって東海道線の

ジャンル パズル

メーカー名 ケムコ

ジャンル ハードボイルドアドベンチャー

価格 800円
［税込］

スライムの

左右移動とジャンプのみの簡単操
作ながら、超絶な高難度を る2Dア
クション。 初プレイではまず間違い
なく死んでしまうステージの数々が
プレイヤーを待ち受ける。 死ぬと経
験値が入って残機が増えていくので、
度も死にながら先を目指せ！
© WBEI. (s16) ©2016 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo
©2016 Collavier Corporation.

ジャンル 法廷バトル

発売日 2016年6月9日

価格 2990円
［税込］

異国の法 で 転無 をつかみ取れ！
『逆転裁判』シリーズ最新作。 ２人
の主人公、 成歩堂龍一と王泥喜法介
が異国と日本の2つの舞台で巻き起
こす逆転 。 成歩堂が挑むのは、
で判決が決まる異国の法 。 新シ
ステム“
ビジョン”で“ムジュン”を
指 し、真実を こう。
©2013-2016 KEMCO/EXE-CREATE © 2016 SIMS CO., LTD. Published and distributed by Starsign, inc. in Japa. ©SilverStarJapan
©CAPCOM CO., LTD. 2016 ALL RIGHTS RESERVED. ©ALTAIR WORKS ©FLYHIGH WORKS ©CIRCLE Ent. ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

©

／小学館
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牧場物語 ３つの

の大

な

だち

メーカー名 マーベラス

ジャンル ほのぼの生活ゲーム
発売日 2016年6月23日

フェアルーン2

ショベルナイト
メーカー名 任天堂

発売日 2016年6月30日

３つの を行き来して の の生活を楽しもう！
牧場で自

と触れ合い、 野

ショベルを駆使してステージを進め！

や果

ショベルを

白と黒の世界をシフト（入れ替え）

つの

のレトロゲーム風のグラフィックと

戦闘はモンスターに体当たりするだ

たり、 ステージを回転させつつゴー

が登場。 それぞれの

チャントレスを倒し、 行方知れずと
なった 人を探し出そう。 昔懐かし

で暮ら

していく、 ファンタジー世界を舞台
とした謎解きアドベンチャーRPG。

サウンドが特徴的な横スクロールア

けの簡単操作で行える。

クションアドベンチャー。

つけ、魔王の

王デュエルモンスターズ
最強カードバトル！
メーカー名 KONAMI
価格 400円
［税込］

ジャンル 対戦

発売日 2016年7月6日

メーカー名 アムジー

ジャンル 3D

間対戦アクション
発売日 2016年6月29日 価格 500円
［税込］

3D空間に 開されるハイスピードバトル！

プト

リボルト

メーカー名 任天堂

ボードゲーム
発売日 2016年7月7日 価格 5076円
［税込］

シンプルだけど 深い、カードで戦うボードゲーム

８人の個性豊かなキャラクターを
自由自在に操って、 相手と１対１で
戦う3D空間対戦アクション。特性の
異なる３種類の攻撃を使い分けるの
が勝利のカギ。 多彩なモードが搭載
されているため、 １人でも多人数で
も楽しむことができる。

のジレンマ

メーカー名 スパイク・チュンソフト

ジャンル 極

脱出アドベンチャー
発売日 2016年6月30日 価格 5638円
［税込］

から脱出せよ！
とある 設で 同生活を ってい
た９人の男女が、 突
に押し
込められ、 デスゲームに 加させら
れてしまう。 誰を生かし誰を
に
するか、 その選択はプレイヤーに
ねられる。 極限
からの生還を目
指す脱出アドベンチャー。

うごくまんが デジコロ でん ゃらす ー
さん Vol.001 がスゴイの ゃっっ!!
メーカー名 小学館

発売日 2016年7月13日

ラ

テージを Rコードで配付可能。

カタルヒト WORLD END ECONOMiCA
E isode.1 S icy Tails
メーカー名 フリュー

ジャンル アドベンチャー

価格 2592円［税込］

発売日 2016年7月27日

本と S を行き来しながら大冒険！

面

価格 800円
［税込］

の

場を舞台とした

今度の
『妖怪ウォッチ』の舞台は日
本を飛び出しUSAへ！ ２人の主人
公を操作して、USAと日本を行き来
しながらストーリーを進めていく。
タッチペンで下画面の妖怪メダルを
操る新バトルシステム“タクティクス
メダルボード”を搭載！

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル リズムゲーム
価格

本無料

発売日 2016年7月20日

本無 で『アイカツ 』が楽しめる！

ダイスで気軽に楽しめる“スゴロク”
と、思 力が求められる“カードゲー
ム”の２つの要素を 合させた
『カル
ドセプト』
シリーズの最新作。今作で
はパーツを組み合わせることによっ
て自由に育成を行える“ブリードカー
ド”が登場する。

ジャンル デジタルコミック

テン

アイカツスターズ！ ファーストアピール

ジャンル カードゲーム

ルにたどり着こう。 自分で作ったス

しよう。

メーカー名 レベルファイブ
発売日 2016年7月16日

パズル。 ツートンカラーのステージ
を、 白い部分と黒い部分を渡り歩い

像を見

ジャンル RPG（クロスメディアプロジェクト）

テレビアニメ
『遊戯王デュエルモン
スターズ』を原作とした対戦型カード
ゲーム。 カードを集めてオリジナル
のデッキを作り、 個性的なライバル
たちとの戦いに勝利しよう。 闇遊戯
や海馬 人など、 原作に登場したキ
ャラクターも登場する。

カルド

を

妖怪ウォッチ3
スシ／テンプラ

さあ、デュエルを始めよう！

80〜90年代のレトロゲームのよ
うな、 味わいのあるドットアートが
描けるペイントツール。 筆のサイズ
調整や“コピー”、“ペースト”、“カラ
ーピッカー”などのドローイング機能
も充実しており、 簡単かつ効 的に
ドットアートを作成できる。

バトル オブ エレメンタル REBOOST

カードゲーム

価格 無料
（ソフト内購入あり）

レトロゲーム風のドットアートを描こう！

『アイカツスターズ！』が基本無料の
ダウンロードゲームとして登場。
『デ
ータカードダスアイカツ！』と同じリ
ズムゲームを3DSでいつでもどこで
も楽しめる！ アイドルランクやアイ
カツポイントをためて、 マイルーム
の家具を購入しよう。

活劇

小説
『 と
料』の
が
シナリオを 当するテキストアドベ
ンチャー。 前人未到の地に立つこと
を 見て家出した少年ハルは、 の
実現に必要な資金を稼ぐ決意をする。
月面都市の 式市場を舞台に描かれ
る金 冒険青 活 。

カタルヒト
の
0 th Ex ansion

く

に

メーカー名 フリュー

ジャンル アドベンチャー

発売日 2016年7月27日

価格 800円
［税込］

学校の い部分を描くアドベンチャー
いじめられっ子の少女、
。
トイレでこっそり いていた彼女の
葉が、 新たな怪 を生み出してし
まう。“いじめ”や“学校の 不思議”
といった学校生活の闇にスポットを
当てた、 オムニバス形式のテキスト
アドベンチャー。

すみっコぐらし むらをつくるんです
メーカー名 日本コロムビア

価格 100円
［税込］

『デジコロ』
に
『でんじゃらすじーさん 』
が登場
デジタルとコロコロコミックが合
体したデジコロに、人気連載中の
『で
んじゃらすじーさん邪』シリーズが登
場！ キャラクターが動いてしゃべる、
新感覚のデジタルコミックで、 でん
じゃらすじーさんのおもしろおかし
いエピソードを楽しもう。

©2016 Marvelous Inc. All Rights Reserved. © 2016 Rainy Frog LLC. Original version developed by Two Kernel Connection. ©2016 AMZY ©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
Shovel Knight is a trademark of Yacht Club Games. ©2016 Yacht Club Games L.L.C. All rights reserved. ©
スタジオ・ イス/集英社・テレビ東京・NAS
©Konami Digital Entertainment ©1997-2016 Omiya Soft. ©2016 Nintendo カルドセプト、Culdceptは
会社
フトの登録商標です。 © 山
／小学館
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と の世界をシフトしよう！

モンスターを倒しながらマップに

しながらゴールを目指すアクション

メーカー名 レイニーフロッグ
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簡単操作で遊べるレトロチックRPG
士ショベ

価格 500円
［税込］

仕掛けられたパズルや謎を解き明か

ドットペイント

極

みに操る

発売日 2016年7月27日

ルナイトとなって、 邪悪な魔女エン

能で友だちとの交流も可能だ。

ZERO ESCAPE

ジャンル アクションパズル

物を育てながら生活する『牧場物語』

す人々との交流が楽しめる。 通信機

発売日 2016年6月29日

メーカー名 賈船

きアドベンチャーRPG
発売日 2016年7月13日 価格 800円
［税込］

ジャンル

価格 2160円
［税込］

シリーズの20周年記念作品。今作で
は 化やライフスタイルの異なる３

ジャンル ペイントツール

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル アクションアドベンチャー

価格 5378円
［税込］

Shift DX

ジャンル すみっコミュニケーション
発売日 2016年7月21日

価格 5184円
［税込］

すみっコたちと 作りを楽しもう
すみっコたちが活躍するゲーム
『す
みっコぐらし』シリーズ第３弾。村に
やってきたすみっコたちが しがる
ものをミニゲームで手に入れて、 す
みっコの持つアイテムと物々交換。
そのアイテムを村に配置して、 素敵
な村を作り上げよう。
©SKIPMORE / ©URARA-WORKS / ©Flyhigh Works ©2016 LEVEL-5 Inc. ©BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©2016 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2016 NIPPON COLUMBIA CO., LTD. ©2008-2015 Fishing Cactus Published in Japan by COSEN Co., Ltd
©2011-2016 Spicy Tails ©FURYU Corporation. ©
07/07th Expansion ©FURYU Corporation.
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カタルヒト ファタモルガーナの
Novectacle

3D

メーカー名 フリュー

ジャンル アドベンチャー

発売日 2016年7月27日

よ

クターのコンサートスタッフ

よ

メーカー名 セガゲームス

ジャンル アクションパズル

価格 950円
［税込］

発売日 2016年8月3日

女中が語る、数多の 劇の物語
魔女の

む

われた

メーカー名 フライハイワークス

む魔女とは ……。

の『

重にも積

発売日 2016年7月27日

価格 400円
［税込］

発売日 2016年8月3日

クターたちによる

南電機

ミニゲーム
発売日 2016年7月27日 価格 500円
［税込］

発売日 2016年8月3日

発売日 2016年8月3日

『パズドラ』
が 大な物語とクロス！

©Novectacle ©FURYU Corporation. © 2016 CoderChild. Licensed to and published by Rainy Frog LLC.
© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. ©SEGA ©GIGA RENSYA ©Flyhigh Works

から ってくる を でキャッチ！
テクノアイランドに生息する無表
情な知的生命体“クター”が登場する、
全10作のミニゲーム
『クター』シリー
ズ。 今作では工場のような 設で管
からどんどん降ってくる を、 クタ
ーを操作して でキャッチしていく
ミニゲームを遊べる。
©2016 MECHANIC ARMS

メーカー名 フライハイワークス
発売日 2016年8月3日

価格 100円
［税込］

強 者クターを操りホームランを え！

無表情な知的生命体“クター”が登
場するミニゲーム
『クター』シリーズ
の作品。 バーガー工場の
ライン
で流れてくるものにお がちゃんと
乗っているかどうかをチェックし、
乗っていない場合はストップをかけ
て前のクターに戻そう。

ジャンル アクション

発売日 2016年8月3日

無表情な知的生命体“クター”が登
場するミニゲーム
『クター』シリーズ。
今作では打 .485を るスーパー強
打者のクターと、“ぶんれつ魔球”を
操る
ピッチャーのクターが対決
する。 制限時間内にすべてのボール
を打ち返そう。

クターのリフト
メーカー名 フライハイワークス

ジャンル アクション

価格 100円
［税込］

チューブライダーに って

発売日 2016年8月3日

を ろう！

無表情な知的生命体“クター”が登
場するミニゲーム『クター』シリーズ。
今作ではチューブライダー大会に出
場し、 面を下りながらゴールを目
指すミニゲームをプレイできる。 こ
ぶに当たると左右に弾かれるので、
上手にコントロールしよう。

価格 100円
［税込］

クターをリフトに せてあげよう
無表情な知的生命体“クター”が登
場する、 全10作のミニゲーム
『クタ
ー』シリーズ。今作ではスキーを楽し
むためにテクノ高原を訪れ、 リフト
に並ぶクターたちが登場。 タイミン
グよくボタンを押して、 どんどんリ
フトに乗せてあげよう。

り

メーカー名 フライハイワークス

価格 100円
［税込］

同じ色のドロップを３つ以上つな
げてモンスターを攻撃する
『パズドラ』
のシステムはそのままに、 新たなシ
ステムとしてモンスターが持つ能力
を使用できる“ソウルアーマー”を追
加。『神の 』と『龍の 』では登場モ
ンスターが異なる。

し、 タイミングよくジャンプしつ

づけて新記録を目指そう。

ジャンル アクション

地 バーガー 場の生 ラインで こう！

クターの

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル アクション

全10作のミニゲーム
『クター』シリー
ズ。 今作ではクターたちがナワトビ

クターの魔

価格 100円
［税込］

無表情な知的生命体“クター”が登
場するミニゲーム『クター』シリーズ。
今作では戦隊モノの番組のエンドロ
ールでバイクに乗るクターを操作し
て、 演出用の
を避けながら走ろ
う。 長時間避けつづければ視
が
どんどん上昇していく。

クターの

メーカー名 ガン ー・オンライン・エン
ターテイメント ジャンル パズルRPG
発売日 2016年7月28日 価格 4400円［税込］

場

メーカー名 フライハイワークス

エンドロールをサッソウと駆け抜けろ！

パズドラクロス
神の ／龍の

にチャレンジ！ ナワの動きをよく観

クターのチューブライダー

価格 100円
［税込］

球技、 陸上、 格闘技などをモチー
フにした、バリエーション豊富な12
種類のミニゲームを収録。 どのミニ
ゲームも簡単操作なので、 気軽に遊
ぶことができる。 オンラインランキ
ングにも対応しており、 全国のプレ
イヤーと順 を競える。
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しクイズ！

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル アクション

12種類の 技で記録を え！
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発売日 2016年8月3日

クターのエンドロール

ジャンル スポーツ大

バーガー

テクノアイランドに生息する無表
情な知的生命体“クター”が登場する
ミニゲーム
『クター』シリーズ。 今作
ではAかBかで回答する２択のクイ
ズで遊ぶことができる。 クイズは早
押し形式で行われるので、 ライバル
より先に答えよう。

ミニスポ

し寄せるファンたちを、 タッチペン

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル アクション

価格 100円
［税込］

“100メートル走”や“走り幅跳び”な
ど 種類の競技で競い合うスポーツ
ゲーム。 下画面に表 されるアイコ
ンを、 指 どおりにタッチやスライ
ドをさせることで操作を行う。 オン
ラインランキングで世界中のプレイ
ヤーと記録を競おう。

情な知的生命体“クター”が登場する、

ムをプレイできる。

クターの地

メーカー名 フライハイワークス

テクノアイランドに生息する無表

情な知的生命体“クター”が登場する、

で規制線の向こうへと押し戻すゲー

対戦もできる。

ジャンル アクション

タイミングよくジャンプして目指せ新記録！

ミニゲーム
『クター』シリーズ。 今作
ではコンサート会場でステージに押

ドを追加。 また、 ローカルプレイで

人間たちによるアスリート 技！

メーカー名

よ通』が3D化して登場！

クターの

価格 100円
［税込］

テクノアイランドに生息する無表

人物と連続して戦う“かちぬき”モー

人

発売日 2016年8月3日

し せる 客を し せ！

オリジナル版を忠実に再現した“アー
ケード”モードに加え、すべての登場

るサスペンスホラ

メーカー名 レイニーフロッグ

ジャンル スポーツ

よ

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル アクション

価格 100円
［税込］

“セガ3D復刻プロジェクト”から、あ

ーアドベンチャー。

スーパーアスリート

発売日 2016年8月3日

あの
『 よ よ通』
が3Dで登場！
で“あなた”

はな
われているのか。 どうし
て“あなた”は にいるのか。 そして
に

ジャンル アクション

価格 864円
［税込］

の りを待つ女中。彼女は誰なのか。

み重なった謎を

クターのナワトビ

ジャンル アクション

発売日 2016年8月3日

価格 100円
［税込］

空から ちてくるリンゴをキャッチ！
無表情な知的生命体“クター”が登
場するミニゲーム
『クター』シリーズ
の作品。 空から落ちてくるたくさん
のリンゴを、 クターを操作してキャ
ッチしよう。 リンゴにまぎれて落ち
てくる キノコを取るとゲームオー
バーになってしまう。
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ようこそ！ペット

蒼き雷霆（アームドブルー）
ガンヴォルト

テル

メーカー名 スターサイン

メーカー名 インティ・クリエイツ

ジャンル ペット

テルシミュレーション
発売日 2016年8月3日 価格 1000円
［税込］

ベル
アクション
発売日 2016年8月25日 価格 1960円
［税込］

消えるようにつなげてコンボを狙お

てデスガリアンと戦おう。“野生解放”

的な『蒼き雷霆 ガンヴォルト』の続編
となる2Dアクション。前作の主人公

するDiary～

の果て

メーカー名 アトラス

価格 6998円
［税込］

無 大のキャラメイクで迷宮を 破せよ

蒼き雷霆（アームドブルー）
ガンヴォルト ストライカーパック

ケージ

メーカー名 インティ・クリエイツ

ジャンル ライト

ベル
アクション
発売日 2016年8月25日 価格 5184円
［税込］

『蒼き雷霆 ガンヴォルト』
シリーズ２作が１本に

メトロイドプライム
フェデレーションフォース
発売日 2016年8月25日

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント
価格 6156円
［税込］

仲間を集めてフュージョンしよう！
『ドラゴンボール』に登場する時代や
場所が 合
（フュージョン）した世界
を舞台に、 闘いを繰り広げるRPG。
世界を冒険しながら仲間を集めて周
り、 キャラクター同士をフュージョ
ンさせて自分だけの最強の超戦士を
作り出そう！

海 と戦え！

メーカー名 リメディア

動
発売日 2016年9月2日

サバクフネに り み目指せ

ジャンル アイケア・ るチカラアプリ
発売日 2016年8月31日

価格 800円
［税込］

立体 像を見て をケアしよう
の周りにあるピントを合わせる
ための
が り まることで起こ
る“ピントフリーズ現 ”。 このソフ
トは立体画面を見ることで、 の
をストレッチすることができる。
れ目だけでなく、
からく
る こりにも効果的だ。

つなぎ3D アイドル編

ジャンル パズル・

発売日 2016年9月7日

！

価格 600円
［税込］

アイドルに憧れる少女を手助けしよう

サバクの惑星に むネズミ族を
いて移動要 サバクフネを操り、 伝
説の 金 を目指して旅をするシミ
ュレーション。 サバクに落ちている
アイテムを集め、 それを素材により
よいアイテムを作ったり、 サバクフ
ネをパワーアップさせよう。

ジャンル アクション

発売日 2016年9月2日

星神様が用意する点をつないでア
イテムを作り、 人々にプレゼントす
るパズル。 アイドルに れる少女が
夜の 校 で出会ったのは い少女
の
だった ……。『不思議な点つ
なぎ3D メルヘン編』のデータがある
とおまけステージが追加される。

ボット！ ボ ボ!
ボットーナメント!
メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

価格 500円
［税込］

ドット絵キャラクターのゴチャキャラアクション！

ジャンル パズルアクション
発売日 2016年9月14日

発売日 2016年9月7日

！

『ヘボット！』が3DSでゲーム化！
下画面で３つのボキャネジをそろえ
て消し、 ヘボットにパワーを り込
んでボキャギャグを 裂させるパズ
ルゲーム。 消したボキャネジの種類
やコンボの数によって、 ヘボットが
放つボキャギャグが変化する。

超・戦
極の

LEGO ムービー 3D

価格 無料（ソフト内購入あり）

ボキャネジを消してボキャギャグ

主人公を操作して、 武器を敵に当
てて倒すアクション。 敵を倒すこと
で得られるコインで主人公を強化で
き、 ダメージを受けずに敵を倒しつ
づけると 得コインが増加する。 た
くさん敵を倒すと登場するボスは、
動きの を見抜いて攻撃しよう。

ジャンル アドベンチャー

”など、 ジュウオウジャ

ーらしい演出も満載！

メーカー名 Collavier

するシミュレーションゲーム
価格 800円
［税込］

メーカー名 ワーナー

© 2016 Neopica BVBA Published and distributed by Starsign, Inc. in Japan under license from Neopica BVBA. ©まいた菜穂・小学館／アニメ
「１２歳。
」
製作委員会 ©Happinet ©ATLUS ©SEGA
All rights reserved. ©バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. © INTI CREATES CO., LTD. 2016 ALL RIGHTS RESERVED.
© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ©2016 Nintendo © 2016 REMEDIA Co.,Ltd All Rights Reserved. Developed by MCF Co., Ltd.
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メーカー名 アークシステムワークス
ジャンル

『メトロイドプライム』シリーズが
3DSに登場。 本作は
連 軍の一
員となって最新 ロボットのメック
に乗り込み、 宇宙海 スペースパイ
レーツを根絶すべく、 さまざまなミ
ッションに挑んでいく、 主観視点の
シューティングアドベンチャーだ。

EYERESH for ニンテンドー3DS
のストレッチ トレーニング

や“本能覚

不思議な

サバクのネズミ団！

メーカー名 フライハイワークス

価格 5076円
［税込］

メックに り み

学ネコの

ドランシア・サーガ

ジャンル ファーストパーソンアドベンチャー

が3DSでパズルゲームになって登場！
同じ色のキューブを３つ以上そろえ

“めいげん”をゲットできる。

本格横スクロール2Dアクション
『蒼
き雷霆 ガンヴォルト』と、 その続編
『蒼き雷霆 ガンヴォルト
』が同時
に収録されたパッケージ版。 ライト
ノベルテイストのフルボイス会話と、
25曲以上も収録されている が、ハ
イスピードアクションを盛り上げる！

マッピングしながら迷宮を探索す
るダンジョンRPG、『世界樹の迷宮』
シリーズのナンバリングタイトル第
５弾。 大幅にパワーアップしたキャ
ラクターメイク、一新された10種類
の職業など、 こだわりの自分だけの
パーティで新たな迷宮に挑め！

ドラゴンボールフュージョンズ

う。 プレイ結果によって

ラが追加された。

メーカー名 任天堂

ジャンル 3DダンジョンRPG

つ規定ターン数以内にすべてのネコ
を消せばステージクリア。 連 して

イアブルキャラクターとしてアキュ

人気少女マンガ
『１２歳。』
のゲーム
化第２弾。“花日編”、“結衣編”それ
ぞれの特別な 日間を描くゲームだ
けのオリジナルストーリー。 自分の
選択や行動によって、 日々のストー
リーやエンディングが変化し、 予想
できない物語の展開にドキドキ！
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2016〜2017年に放映された特

であるGVだけでなく、 新たなプレ

最高のハッピーエンドを目指そう

RPG

キューブをそろえて
“野生解 ”
！

ネコをスライドし、 つなげて消し

てペットのお世話をすることで、 さ

コイ アドベンチャー
発売日 2016年8月4日 価格 5000円
［税込］

発売日 2016年8月4日

ネコをそろえて
“めいげん”
ゲット！

価格 800円
［税込］

撮番組
『動物戦隊ジュウオウジャー』

メーカー名 ハピネット

ジャンル 育成

発売日 2016年9月7日

ていくパズルゲーム。 制限時間内か

ジャンル

発売日 2016年8月4日

価格 500円
［税込］

スピード感あふれるゲーム性が魅力

目指せ一流ペットホテル！

長き神

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル パズルバトル

かったペットのお世話

らに遊べるミニゲームが増えていく。

世界樹の迷宮

パズル
発売日 2016年8月31日

ライトノベル的なS の世界観と、

をするペットホテルシミュレーショ
ン。 さまざまなミニゲームをとおし

１２歳。 ～

ジャンル スッキリ

ハイスピード ハイテンションな2Dアクション

ペットのためのホテルを運営し、

お客様から

メーカー名 ポイソフト

ジャンル ライト

ミニゲームをプレイしてペットホテルを運

物戦隊ジュウオウジャー
バトルキューブパズル

ニャニャントモリ

とバトルプレイヤー

戦！

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

価格 1000円
［税込］

あのレゴ ブロックの世界が、 画になった！
！
レゴ の世界を舞台としたアドベ
ンチャーアニメーション映画がニン
テンドー3DSに登場！ すべてがレ
ゴ ブロックでできた街に むフツ
ーの青年エメットが、 な か伝説の
ヒーローに間違われて、 世界を救う
ために冒険の旅に出る。

ジャンル 戦

アクション

発売日 2016年9月15日

価格 3024円
［税込］

サバイバルバトルで ち残れ！
テレビ番組
『戦闘中』をゲームで体
験！ バトルボールをぶつけてライバ
ルを打ち破り、 制限時間内に最後の
１人として残ることができれば勝利。
また、“チャレンジモード”では 得
ポイントをオンラインランキングで
競うことができる。

©POISOFT © ARC SYSTEM WORKS ©SKIPMORE ©URARA-WORKS ©Flyhigh Works © 2014 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. LEGO, the LEGO logo, the mini gure
and the brick and knob con guration are trademarks of The LEGO Group. © 2014 © ２０１ テレビ朝日・東映AG・東映 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2016 Collavier Corporation.
©BNP/BANDAI, HEYBOT PROJECT, メ テレ ©2016 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©FUJI TELEVISION ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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ONE PIECE 大

場

脱出アドベンチャー

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル 2D対戦アクション
発売日 2016年9月21日

発売日 2016年9月28日

目指すは 点、海 王！

“

キャラクターで戦える2D対戦アクシ

くと暗闇の中にいた。 記憶は

が入り乱れてバトルを繰り広げる。

みだった ……。 情報収集や謎解きを

戦をすることができる。

お絵かきを うソフト CahiEr
い絵（かいえ） そうバージョン
き 育ソフト
発売日 2016年9月28日 価格 500円
［税込］

回るお絵かき 育ソフト

自分 みの 道の街を作ろう！

画面に描いた絵がペットのさかな
となって
の中を ぎ回る、 ユニ
ークなお絵かき飼育ソフト。 背景も
自分で描けるので、 思いのままに
をアレンジできる。 さかなや
以外のものを描いてももちろんO ！
自由にお絵かきを楽しもう。

カタルヒト WORLD END ECONOMiCA
E isode.2 S icy Tails
メーカー名 フリュー

面

メーカー名 ライドオンジャパン

ジャンル シミュレーションロールプレイング

価格 800円
［税込］

を舞台とした

冒険

発売日 2016年10月5日

活劇の第２部

価格 500円
［税込］

としてファンタジー世界を戦い抜け！

小説
『 と
料』の
が
シナリオを 当する、 月面都市を舞
台とした金 冒険青 活 の第２部
となるテキストアドベンチャー。
破れ、 うつむきながら日々を生きる
主人公のハルの前に、 ある日地球移
の少女が現れる。

寺女 サッカー3
～ するイレブン いつか

ブン～

メーカー名 ジョイフルテーブル

ジャンル ドラマチックスポ
発売日 2016年9月28日

11人のかわいい女の子と

発売日 2016年10月5日

しよう！

高円 女子学園に 任したばかり
の新人教師青
となり、 弱小
サッカー部の 問として全国優勝を
目指すスポ根美少女アドベンチャー。
11人の部員を いながら、好きな女
の子と１対１でプライベートな時間
を過ごして思い出を育もう。
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マイティースイッチフォース! 2
ジャンル パズルアクション

発売日 2016年10月8日

ーRPG。“スキルブック”というアイ
ーにスキルを覚えさせられる。

マリオパーティ スターラッシュ
メーカー名 任天堂

価格 3990円
［税込］

ジャンル パーティゲーム

発売日 2016年10月20日

価格 5076円
［税込］

待ち時間なしの
『マリオパーティ』

『モンスターハンター』シリーズ初の
RPG。モンスターと絆を結ぶことが
できる“ライダー”を操作し、 絆を結
んだモンスター“オトモン”とともに
壮大な物語を ぐ。 通信対戦にも対
応しており、 育てたオトモンパーテ
ィー同士でバトルできる。

VVVVVV

3DS版
『マリオパーティ』シリーズ
第２弾。メインの“キノピオパレード”
はプレイヤーがキノピオとなり、 サ
イコロを って移動しながらマップ
のどこかにいるボスからスターを取
り返すのが目的。 ほかにもさまざま
なモードが収録されている。

かそう！ ちびキャラ

メーカー名 Pi ii

発売日 2016年10月12日

味

テムを使うことで好きなキャラクタ

しよう。

“キズナ”
を結ぶ冒険が、今始まる

ジャンル 2Dアクション

を受け、

の読書で えた知 を活用して人々
のために働くことになるファンタジ

メーカー名 Collavier

価格 500円
［税込］

重力を上 に 転させながら き進め！
大量のトゲと凶悪なトラップが仕
掛けられたステージを、 左右移動と
重力反転を駆使して進んでいく2Dア
クション。 宇宙船の事故で異次元に
飛ばされてしまった主人公のヴィリ
ジアン船長は、 はぐれてしまったク
ルーたちを探して駆け回る。

ジャンル ドット絵

成

発売日 2016年10月26日

価格 800円
［税込］

ドット絵を描いて、動かして、投 しよう
これ１つで、 ドット絵を描く、 描
いた絵を動かしてアニメーションを
作る、 作った作品をギャラリーへ投
稿するが全部できる、 ドット絵＆ド
ット絵アニメーション作成ツール。
多彩で本格的な機能を備え、 初心者
から上級者まで幅広く対応。

LEGO
スター・ウォーズ／フォースの
メーカー名 ワーナー

価格 800円
［税込］

を消して人々を救え！
に まれたプラネット・ランドを
消 し、 逃げ れた人を救うために
走するパトリシア・ ワゴンが主人
公となるパズルアクション。 次元を
スイッチするとオンとオフが切り替
わるブロックを みに使ってステー
ジクリアを目指そう。

©
／集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©
／2016
「 ンピース」製作委員会 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2016 Sou Co., Ltd. ©2011-2016 Spicy Tails
©FURYU Corporation. ©2016 STARFISH-SD Inc. ©INAC Corporation © INTENSE © ARC SYSTEM WORKS © 2015 Big John Games. All Rights Reserved. Published in Japan by ARC
SYSTEM WORKS ©RideonJapan,Inc. ©Rideon,Inc. Licensed and published in Japan by Intergrow Inc. Copyright © 2016, WayForward Technologies, Inc. All rights reserved.
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ーションゲーム。コビト好みの“こび

メーカー名 カプコン

ジャンル RPG

ファンタジー世界を舞台にしたシ
ミュレーションRPG『マーセナリー
ズサーガ』シリーズの続編。今作では
やゴーレムを呼び出す“召喚”系
のスキルや、 敵からの狙われやすさ
を す“ヘイト値”など、 新たな要素
が追加されている。

メーカー名 オーイズミ・アミュージオ

アドベンチャー
価格 1500円
［税込］

としたきっかけから

を呼び寄せて観

線路を引き、 車を走らせ、 道
の街を作るシミュレーション。 道
以外にも多種多様の建物を建てるこ
とができ、 街の外観を自在にデザイ
ンできる。“ストーリーモード”では
車を使ったさまざまなミッション
を楽しむことができる。

マー ナリーズサーガ3

引きこもりの魔道士セイシュがふ

ちろんヒトでもない、 正体不明の

モンスターハンター ストーリーズ

の シミュレーション
発売日 2016年10月5日 価格 800円
［税込］

引きこもりの魔道士が世界を救う

とランド”を作り、たくさんのコビト

目指すアドベンチャー。

ジャンル

価格 1080円
［税込］

な生き物コビト。 そんなコビトた
ちとのふれ合いを楽しむコミュニケ

ざされた空間からの脱出を

メーカー名 アークシステムワークス

メーカー名

発売日 2016年9月28日

し

トレインクリエイター3D

ジャンル お絵

発売日 2016年10月19日

でも植物でもなく、 そしても

ており、 手掛かりはポケットに入っ
ていた“予 ”が記された 枚の紙の
行い、

う世界

ジャンル RPG

奇妙な生物
“コビト”
と遊 う！

は気がつ

が

メーカー名 ケムコ

とコミュニケーション
発売日 2016年10月6日 価格 5184円
［税込］

主人公の少女、 時野若

全国のライバルたちとオンライン対

ジャンル アドベンチャー

メーカー名 日本コロムビア

”
に記された破滅の未来を回避せよ！

画『 ONE P ECE 』の好きな

こんな

ジャンル こ

価格 1500円
［税込］

ョン。プレイアブルキャラクター23
体、アシストキャラクター80体以上

描いたさかなが

こびとゲーム大

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル 脱出ゲーム

価格 6156円
［税込］

人気

の

ジャンル アクションアドベンチャー
発売日 2016年10月13日

価格 4536円
［税込］

『スター・ウォーズ』
が
『レゴ ゲーム』
で登場！
映画
『スター・ウォーズ／フォース
の覚 』が
『レゴ ゲーム』に登場！
ストーリーを再現したばかりか、 ル
ーカスフィルムの 修のもと、 これ
まで語られていなかった『フォースの
覚 』につながる前日 も収録。 ス
トーリーへの理解をより深められる。
©Toshitaka Nabata ©2016 NIPPON COLUMBIA CO., LTD. ©CAPCOM CO., LTD. 2016 ALL RIGHTS RESERVED. © 2016 Pikii/Nicalis, Inc.
© 2016 The LEGO Group. STAR WARS ©
Lucas lm Ltd.
© Warner Bros. Entertainment Inc. (s16) ©2012-2016 EXE-CREATE published by KEMCO
©2016 Collavier Corporation.

©2016 Nintendo
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こねこのいえ

島家と三

の

ネコ

シェフィ

メーカー名 オレンジ

ベイブレードバースト

She hy

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル アドベンチャー

発売日 2016年10月26日

ジャンル 1

つ
やしカードゲーム
発売日 2016年11月9日 価格 500円
［税込］

価格 500円
［税込］

３匹の子猫が 島家を救う！
空

イラストもかわいい、 つじ やしカードゲーム

で動けなくなった子猫のライ

人間の子ども、
と
の 弟に
助けられる。 しかし 弟が暮らす桐
島家は、 妖怪に取り

かれていた。

メーカー名 セガゲームス

発売日 2016年10月27日

史

世界中で愛される、ソニックと仲間たちの大活劇

メーカー名 アークシステムワークス

2Dアクション
発売日 2016年10月27日

価格 3500円
［税込］

２つのモード＋隠しモードで 度も楽しめる

メーカー名 セガゲームス

あの人気マンガがサイキックアクションゲームに

価格 864円
［税込］

大好評を博した、 セガ体感ゲーム
シリーズのバギーレースゲームが、
3D立体視に対応して ってきた！
歴代セガキャラクターがバギーを駆
るおまけモードや、 本作のために作
られた、 セガ人気ゲームのメドレー
BGMなど追加要素も豪華。

ャラクターたちと、 大会優勝を目指

価格 5184円
［税込］

ナース
（ 護師）
のお仕事と生活を体験

リルリルフェアリル
キラキラ☆
めてのフェアリルマジック
メーカー名 フリュー

発売日 2016年11月10日

が台無しになる

に きに き たびだち編

価格 5378円
［税込］

ジャンル 格

ジャンル おしゃれデザイン＆リズムアクション

価格 5292円
［税込］

パ ーアップしたプリパラ ールドでレッツ！ ライブ！
『プリパラ』シリーズのキャラクター
たちが登場する、 ドレスデザインゲ
ーム。“マイ☆ドレスデザイン”で48
種類の型紙を使って作れる１億通り
以上のコーデは、 神チャレンジライ
ブで遊んだり、アーケードゲーム『プ
リパラ』でも使えるぞ！

パズル

発売日 2016年11月16日

フ アリルになりきって一 にあそ ！

価格 800円
［税込］

にょきをにょきっと ばして 撃しよう

メディアミックスで展開する
『リル
リルフェアリル』
シリーズのゲーム化。
や髪型を選んで、 自分だけのフェ
アリルを作ろう。 りっ たちとお話
ししたり、 お部屋デコや着せ替えを
したり、 ミニゲームで遊んだりしな
がらフェアリルライフを満 しよう。

ゲームス

ジャンル コンストラクション
発売日 2016年11月16日

５色の“にょき”を積んで合体させ
てにょきっと伸ばしたり、 横に並べ
てつなげ、 同色のにょきをたくさん
つないで“連 ”させて消すパズルゲ
ーム。 連 の複雑さの 止をコンセ
プトに開発されており、 シンプルか
つ直感的な操作で爽快感を味わえる。

えろ！！プロ

価格 無料
（ソフト内購入あり）

プロ

発売日 2016年11月16日

価格 432円
［税込］

え！ 伝説のバントホームラン！
！

全国のプレイヤーが
『 RPGツクー
ル フェス』で作ったゲームを、無料
でダウンロードして遊べるソフト。
公式に開 された作品 集にて大賞
100万円を受賞した作品など、 多く
のゲームをプレイできる。 このソフ
トはゲームを遊ぶ専用なので注意。

バントの打球がホームランになる
伝説の野球ゲーム、
『 えろ！！プロ
野球』が追加要素とともに復活。 オ
リジナル選手作成モードに加え、 ジ
ャレコキャラクターチームも 戦。
もちろんかつての“仕様”の数々も忠
実に再現
（任意に変 可能）
!!

ポケットモンスター
サン・ムーン

SSSNAKES
メーカー名 賈船

発売日 2016年11月16日

2016

メーカー名 メビウス
ジャンル

かが作ったRPGは名作かもしれない！

ジャンル アーケード

感をお手軽に。

メーカー名 コンパイル

ジャンル フェアリルなりきりアドベンチャー

総合病院の小 科に配 された主
人公、 新人ナースのお仕事を、 ミニ
ゲームで体験しよう。 お仕事は注射
や点 、 怪 の消 、 帯巻き、 子
どものお世話など盛りだくさん。
日にはショッピングやヘアメイク、
部屋の 様替え、デートも楽しめる。

発売日 2016年11月10日

スなシステム。 一手のミスですべて

すストーリーモードも楽しめる。

メーカー名

ジャンル なりきりアドベンチャー
発売日 2016年11月10日

ヤーと敵がターンごとに移動や攻撃、
アイテム、 魔法、 スキルの使用など

RPGツクール フェス プレイヤー

©expris/orange ©SEGA © ARC SYSTEM WORKS ©SEGA © 2013-2016 Pawn © 2013-2016 Adventure Planning Service © ARC SYSTEM WORKS ©
／集英社・PK学園
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2016 NIPPON COLUMBIA CO.,LTD. © Ｔ－Ａ Ｔ / syn Sophia © Ｔ－Ａ Ｔ / syn Sophia / テレビ東京 / PP3製作委員会
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ム化。 カスタマイズする、 バトルす
るといったベイブレードの楽しさを

『
少年ジャンプ』で連載され、ア
ニメ化も果たした人気マンガ、『
雄の 難』
をモチーフにしたアク
ションゲーム。 視やサイコキネシ
ス、 テレパシー、 明化など、 さま
ざまな超能力を使って、 降りかかる
難を回避しよう。

メーカー名 タカラトミーアーツ

年の名作、 快なバギーレースが3Dに！

150

！？

プリパラ
めざめよ！女神のドレスデザイン

3D パワードリフト

発売日 2016年11月2日

のアクションを行う、 オーソドック

価格 6156円
［税込］

おなじみのくにおくんを操って敵
を倒し、 レベルアップやアイテム装
備で強化する“熱血物語”、 対戦が熱
い“ファイティング オブ ダブルドラ
ゴン 2016”の２つのモードを収録。
さらなる隠しモードでは、 まさかの
キャラクターが主人公に？

ジャンル レース

ゲームで体感しよう。 アニメ登場キ

メーカー名 日本コロムビア

ジャンル

ダンジョン自動生成システムを搭

く、 ひつじたちの物語を楽しめるポ

ピカピカナース物語
小 科 いつも大 ぎ

ダウンタウン熱血物語SP

度でも遊べる、ローグライクゲーム
載したローグライクゲーム。 プレイ

大の

『ソニックトゥーン アイランドアド
ベンチャー』
の続編となる、ハイスピ
ード横スクロールアクション。 今作
では、5人のキャラクターの個性を
活かしたスキルアクションに加え、
氷と の 性を使ったスピーディー
なアクションが特徴。

価格 500円
［税込］

メ、『ベイブレードバースト』のゲー

ジャンル サイキックアクション
発売日 2016年11月10日

発売日 2016年11月16日

し、1000匹まで増やせばクリアと

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

価格 5389円
［税込］

価格 5378円
［税込］

ベイブレードをテーマにしたアニ

た特殊ルールが用意されている。

雄の

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル ローグライク

ベイブレードの激 バトルをゲームで再

ストラヴズモードでは、 物語に沿っ

て、妖怪から桐島家を救おう！

ジャンル アクションアドベンチャー

発売日 2016年11月10日

なる１人用カードゲーム。 チュート
リアルやチャレンジモードだけでな

タッチペンで３匹を直感的に操作し

ソニックト ーン ファイアー＆アイス

メーカー名 フリュー

ジャンル ベイバトルRPG

イベントカードで“ひつじ”を増や

（♂）、ミイ
（♀）、イル
（♂）
の３匹は、

クエストオブダンジョンズ

メーカー名 ポケモン

ムーン

ジャンル RPG

発売日 2016年11月18日

価格 300円
［税込］

ヘビを操作して

サン

価格 5378円
［税込］

を冒険

長いヘビを操作して
を進む
アクションパズルゲーム。 ステージ
ごとに決められた出口を探してゴー
ルする、 アイテムを全部回収するな
どのミッションを達成し、 ステージ
をクリアしよう。 タッチスクリーン
は懐かしの携帯ゲーム機風画面。

アローラ地方で、新たなポケモンと出 う旅
アローラ地方の初登場ポケモンを
集めて育て、 ４つの島をめぐる 式
“島めぐり”に挑戦。待ち構える試練、
ぬしポケモンとのバトルは、 絶大な
威力の“ ワザ”を駆使しよう。今作か
ら４人が入り乱れて戦うバトルロイ
ヤルも追加されている。

©2016 KADOKAWA CORPORATION © 2016 EnjoyUp Games Publishing in Japan by COSEN Co., Ltd. © UPFALL STUDIO / FLYHIGH WORKS
©COMPILE- INC. / ©D4Enterprise Co., Ltd. ©CLARICE GAMES. Developement Publishing by mebius. ©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
ニンテンドー3DSのロゴ･ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。 ポケットモンスター･ポケモン･Pokémonは任天堂･クリーチャーズ･ゲームフリークの登録商標です。
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RPGツクール フェス

LEGO ニンジャゴー ニンドロイド
メーカー名 ワーナー

メーカー名

ジャンル アクションアドベンチャー
発売日 2016年11月22日

ゲームス

ジャンル コンストラクション

価格 4536円
［税込］

発売日 2016年11月24日

大人気レゴ シリーズのニンジャアクション第２弾

オリジナルのRPGを作って全世界に 信
専

かわいいハローキティのイラスト

テムが増えると行ける場所も増えて

ト。 ローカル通信機能を使えば、 で

れるツール。 作ったゲームは全国の
3DSユーザーにいずれも無料で配信
素を

手描きの 記を友だちや家 と

発売日 2016年11月24日

しよう

メーカー名 フリュー

ジャンル アドベンチャー

価格 5152円
［税込］

発売日 2016年11月30日

大人気リズムゲームがさらに進化！

タッチペンでイラストや 字を描
いて、 フレンドに 信できる日記ソ
フト。 イラストは最大４枚 れるの
で、 ４コマ 画のような日記も描け
る。『マリオ』や『どうぶつの 』シリ
ーズなど、 さまざまなイラストを描
くレッスンも受けられる。

にっ ん！

たび 会

メーカー名 ソニックパワード

『とびだせ どうぶつの 』
が大 パ ーアップ！

福島のローカル線、

『とびだせ どうぶつの 』にamiibo
の対応やオートキャンプ場、 新たな
家具、 隠し
など追加要素を足し
た大幅なパワーアップ版。なお、『と
びだせ どうぶつの 』のソフトを持
っている場合は、この『 amiibo+ 』に
無料アップデートすることができる。

のび太のタイムバトル

メーカー名 小学館

発売日 2016年11月30日

計 力の向上を える学習ソフト

ジャンル 2DアクションRPG
発売日 2016年11月30日

道の運転士になろう

価格 800円
［税込］

な生物
“いかちゃん”
の海中

ドラえもん、 のび太と一緒に、 未
来の世界の子どもたちとの計算タイ
ムバトルで計算力アップを目指そう。
ミニゲームは10種類あり、集めた“ひ
みつ道具”を使うこともできるため、
きずに学習できる。楽しみながら、
たし算・ひき算の達人を目指そう！
© 2016 The LEGO Group.
© WBEI. (s16) ©2016 Nintendo ©2012 - 2016 Nintendo ©小学館©藤子プロ・小学館
TV TOKYO ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. © 2016 Sonic Powered Co.,Ltd. © 2016 Pikii/Nicalis, Inc.

大脱出

©2016 KADOKAWA CORPORATION

BNP/BANDAI, DENTSU,

価格 500円
［税込］

自分 みのシステムでキャラを育成・強化しよう
々異なる能力を持つ５人の仲間
から３人を選び、 マジックアイテム
が眠るダンジョンを探索するRPG。
育成・ 強化の方法が多数用意されて
おり、 自分に合うシステムを選べる
など自由度も高い。 クリア後にもい
ろいろなお楽しみ要素が！

レッツ！スプラト！

い探し

ジャンル 間

探し

発売日 2016年11月30日

価格 400円
［税込］

度も遊べる間違い探し！

代表作に『 と
料』を持つ人気
作家、
がシナリオを 当
する、 インディーズアドベンチャー
ゲーム３部作完結編の移植版。 月面
都市を舞台に、 大 業アバロンの不
正を き“月面の英雄”と呼ばれるハ
ルがマネーゲームを繰り広げる。

3DSの上下画面に表 される絵を
見比べて、 制限時間内に異なる部分
をすべてタッチする間違い探しソフ
ト。 全160点のイラストが用意され
ているだけでなく、 回３ 所の間
違い部分がランダム生成されるので、
度でも楽しめる。

A

車で行こう3D NEO

メーカー名 フライハイワークス

メーカー名 スタジオアートディンク

ジャンル

ジャンル

ドリルアクションRPG
発売日 2016年11月30日 価格 1500円
［税込］

イカに似た不思議な生物“いかちゃ
ん”を操り、地 と 落により外洋か
ら 離された海中洞窟を脱出しよう。
いかちゃんは魚を
したり、 頭突
きで敵を倒すと経験値がアップ。 道
中で出会う海洋生物を助けながらゴ
ールを目指そう。

発売日 2016年11月30日

大人気作家が描く、S ＋マネーゲーム！

ぐるみん3D

価格 300円
［税込］

S ST M

ジャンル クロニクルダンジョンRPG

メーカー名 レイニーフロッグ

会
道の運転士になり、 若松
駅から会 高原
口駅までの、
葉色づく総延長57.4 mを運転する
道運転シミュレーション。 シリー
ズ初登場の“観光走行モード”は、 会
号の運転士として観光客の気
持ちに沿った運転技術が求められる。

いかちゃん

ブレイブダンジョン

スマートフォンアプリで人気のサ
スペンスホラーアドベンチャーゲー
ム、
『 NOeS S 』シリーズ１作目のフ
ルリメイク。 この世のものではない
“影”を える目を持つ高校生、
時 と死人の声が聞こえる少女、
白千夜の と記憶の物語。

ジャンル アドベンチャー

メーカー名 Pi ii

価格 4937円
［税込］

少年と少女が織りなす、記 を る物語

メーカー名 フリュー

運転シミュレーション
発売日 2016年11月24日 価格 6264円
［税込］

ジャンル
価格 2916円
［税込］

価格 950円
［税込］

カタルヒト WORLD END ECONOMiCA
E isode.3 S icy Tails

編

持っていない塗り絵の交換も可能。

メーカー名 INSID

基本無料ソフト
『アイカツスター
ズ！ ファーストアピール』が超パワ
ーアップして登場。 キャラクターを
作って、 リズムゲームやドレスメイ
ク、 アイドル一番星を目指すオリジ
ナルストーリーを楽しもう。 ストー
リーは所 する組で変化する。

amii o+

きあがった作品を友だちに見せたり、

感覚で遊べる癒し系ゲーム。

カタルヒト NOeSIS を いた
の物語
Classic Chocolat S iritWorks

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

コロコロツールを使って思いどおり
にデコレーションできる塗り絵ソフ

いく。 アクション要素がなく、 絵本

なRPGが作成可能。

ジャンル リズムゲーム

メーカー名 任天堂

コりんをおでかけさせてアイテムを
集め、 ストーリーを進めよう。 アイ

かく設定できるので、 本格的

アイカツスターズ！
Myスペシャルアピール

3DScat_data_QR1_134-156_2016.indd 152-153

ハローキティのイラストを って、デコレーション

DSiウェア『おでかけタコりん』が

し、 遊んでもらえる。 いろいろな要

や
とイラスト
するコミュニケーション
発売日 2016年11月22日 価格 無料
（ソフト内購入あり）
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価格 500円
［税込］

。 ニンジャたちが特別な武器や新

メーカー名 任天堂

発売日 2016年11月23日

アクション要素ゼロの癒し系絵本感 ゲーム

がなくても、 用意されて

発売日 2016年11月30日

に自分で色をぬったり、 スタンプや

ジャンル

ジャンル 学習ソフト

価格 500円
［税込］

“ちょいがえ”版になって再登場。 タ

日

とびだせ どうぶつの

メーカー名 Collavier

ジャンル 塗り絵

いるパーツや素材を使ってRPGを作

イドの脅威に立ち向かう！

ますドラ

知

新みんなの塗り絵Hello Kitty

化もされた
『ニンジャゴー』のアクシ

たなビークル、 スピン術でニンドロ

発売日 2016年11月23日

ジャンル お

価格 5724円
［税込］

ョンゲーム。 本作は前作『 EGO
ニンジャゴー ローニンの影』の前日

ジャンル コミュニケーション

南電機
け
発売日 2016年11月30日

メーカー名

レゴ の人気シリーズで、 アニメ

イラスト

おでかけタコりん ち いがえ

ドリルでぶっ す爽快アクションRPG
伝説のドリルに選ばれた主人公パ
リンが、 ドリルを片手に大冒険を繰
り広げる、“爽快ドリルアクション
RPG”。 チャージ攻撃や必 技で敵
をなぎ倒し、 ダンジョンを制覇しよ
う。 パリンの着せ替えや、 モグラた
たきなどミニゲームも充実。

シミュレーション
価格 4860円
［税込］

発売日 2016年12月1日

道を

して

を発 させよう
道の設置と 道会社の運営をメ
インに、 道を中心に広がっていく
都市の発展を目指す、 経営シミュレ
ーションゲーム。都市の発展が3Dで
見られるだけでなく、“時代”の 念
の導入により、 移りゆく街の風景を
心ゆくまで楽しめる。

©2014-2016 MECHANIC ARMS ©Classic Chocolat/SpiritWorks ©FURYU Corporation. ©2011-2016 Spicy Tails ©FURYU Corporation. © 2004-2016 Nihon Falcom Corporation. All
rights reserved. Porting and localization by Masti , LLC. under license. Published in Japan by Flyhigh Works. ©1976, 2016 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S573946 INSIDE SYSETM
© 2016 Lightwood Games Ltd. Licensed to and published by Rainy Frog LLC. Published by STUDIOARTDINK. ©2014, 2016 ARTDINK. All Rights Reserved.
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オール仮面ライダー
ライダーレボリューション

Miito ia ミートピア

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル アクション

発売日 2016年12月1日

メーカー名 任天堂

ジャンル みま

価格 6156円
［税込］

りシミュレーション
価格 5076円
［税込］

っている

１号から仮面ライダーエグゼイドま
で、総勢70体以上がクロスオーバー。

して悪と戦え！

技を駆使

スーパーマリオメーカー
for ニンテンドー3DS

メーカー名 イマジニア
ジャンル

ぐでたまボイス

メーカー名 Collavier

e

w

S

r

マ

メ

ジャンル 塗り絵

犬のジェイクが、 ネームレス王国を

くにおくん
熱血コンプリートファミコン編
2Dアクション
発売日 2016年12月8日 価格 4800円
［税込］

年の名作アクションを一 収録！

塗り絵ソフト『新みんなの塗り絵』
シリーズの、 リトルツインスターズ
バージョンとマイメロディバージョ
ン。 イラストに色をぬったり、 いろ
いろなツールでかわいくデコろう。
できあがった作品や持っていない塗
り絵は、友だちと交換できる。

超人ベースボールスタジアム
～エキサイティングアクション版～
メーカー名 カルチャーブレーンエクセル

よクロニクル

メーカー名 セガゲームス

価格 500円
［税込］

VS魔球VSスーパーキャッチの超人野球ゲーム
強 な秘打や魔球だけでなく、 ホ
ームランすらキャッチする守備など、
人間を超えた能力を持つ選手をエデ
ィットし、 必 技を駆使して勝利を
目指す超人同士の野球ゲーム。 通信
プレイではプレイヤー同士の白熱し
た駆け引きを楽しめる。

発売日 2016年12月14日

発売日 2016年12月8日

価格 3229円
［税込］

大人気パズルゲームの25 年記 タイトル
パズルゲーム『 よ よ』シリーズ
の人気キャラクター、 アルルとカー
バンクルが、3Dグラフィックで表現
された世界を冒険する、 アクション
パズルRPG。ファンに人気が高いル
ール17種だけでなく、新たなルール
として“スキルバトル”を搭載。

ヒーローズ

メーカー名 KONAMI

ジャンル 野球・育成

価格 2500円
［税込］

3Dダンジョンを

謎解きやダンジョンに挑む。

パワフルプロ

メーカー名 ジョイフルテーブル

ジャンル ダンジョンRPG

発売日 2016年12月15日

する王道RPG

新みんなの塗り絵シナモロール

価格 4860円
［税込］

コロシアムを舞台に、伝説の野球大 開

戦士や魔法使いといった定番から
使用人のような変わり種まで、全16
種類の職業と９種の種族などを組み
合わせてキャラクターを作り、 パー
ティを組んで3D迷宮を探索しよう。
ゲームスタート時にランダムで配置
される、５つの指輪を探し出せ！

『パワプロ』
シリーズ初の3DS用ソフ
ト。 謎の
が存在する島で試合に
勝って仲間を集め、 最強のチームを
目指す。友だちとチームを交換して、
リーグに友だちのチームを入れるこ
ともできる。 今作ではマリオコスチ
ューム入手でマリオに変身もできる。

妖怪ウォッチ3 スキヤキ

メーカー名 Collavier

メーカー名 レベルファイブ

ジャンル 塗り絵

発売日 2016年12月14日

ジャンル RPG
（クロスメディアプロジェクト）

価格 500円
［税込］

シナモロールを ってデコって

発売日 2016年12月15日

しよう

塗り絵ソフト『新みんなの塗り絵』
シリーズのシナモロール版。 イラス
トに色をぬって、 いろいろなツール
でかわいくデコろう。 練習モードで
は絵を描く練習もできるぞ。 できあ
がった作品や持っていない塗り絵は、
友だちと交換できる。

メーカー名 トイディア

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビ オ・東映 ©2007 石森プロ・東映 ©2005 石森プロ・東映 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©2016 Nintendo ©1976, 2016 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO.S573946 ©
会社カルチャーブレーンエクセル ©2016 Nintendo ©2013, 2016 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S573420 ©IMAGINEER CO., LTD.
© ARC SYSTEM WORKS ©SEGA ©CAPCOM CO., LTD. 2016 ALL RIGHTS RESERVED. ©2008-2016 STARFISH-SD Inc.
©2001, 2016 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S573946
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エルミナージュ Original
～ の 女と神々の指 ～

価格 5184円
［税込］

新モード、妖怪ウォッチバスターズ 登場！
『妖怪ウォッチ3 スシ』
、
『妖怪ウォ
ッチ3 テンプラ』に続いて、3つ目の
バージョン
『スキヤキ』が登場。 入る
たびに形が変わるダンジョンを探索
する新モード、 妖怪ウォッチバスタ
ーズ （トレジャー）や、 スキヤキ限
定の新妖怪などが追加された。

Newニンテンドー3DS専用

ドラゴンファング

ジャンル アクションパズルRPG

舞台に３人のプリンセスを探すため、

や買い物記録がリンクできる。

ファミリーコンピュータで発売さ
れた、『くにおくん』シリーズ全11作
品を収録。 タイトルごとに決められ
たミッションをクリアする“熱血ミッ
ション”に挑戦して、イラスト集を解
放しよう。 イラスト集には当時の
作秘話が 載されている。

よ

チャーゲーム化。 偉大なヒーローを
目指す少年フィンと特別な力を持つ

ツクモとの会話に現実世界での乗車

人気キャラクター“ぐでたま”がた
くさんしゃべる、 アクションミニゲ
ーム集。 ぐでたまがオーナーを め
るレストランでお店のやりくりを任
されたアナタ。 数々のミニゲームを
クリアして、 ぐでたまに代わってレ
ストランを切り盛りしよう。

サンリオ人気キャラクターを塗り絵 デコ

154

しめる。 交通系 Cカードと連動し、

ンゲーム。 スピークエンジン搭載に
より、 自 で広がりのある会話が楽

さんを大魔王、

ジャンル

価格 500円
［税込］

発売日 2016年12月7日

り合いだらけ。 お

メーカー名 アークシステムワークス

発売日 2016年12月7日

ジャンル スポーツ

ャー・タイム』がアクションアドベン

の脱力系アクションゲーム

『スーパーマリオ』シリーズのコース
を作って遊んで、 友だちやすれちが
い通信で交換もできる。 任天堂オリ
ジナルのコースが100コース用意さ
れているから、 コースを作らなくて
もすぐに遊べて、 お題を達成するや
り込み要素も盛りだくさん。

ナンセンスコメディー
『アドベンチ

ながら育てていくコミュニケーショ

アクション
発売日 2016年12月8日 価格 5184円
［税込］

『スーパーマリオ』
のコースを自分で作って遊 う

価格 5184円
［税込］

『アドベンチャー・タイム』
が 本初のゲーム化！

Cカードに宿る“ツクモ”と会話し

配役を設定して冒険しよう。

メーカー名 任天堂

発売日 2016年12月15日

ツクモガミのツクモと、実 におしゃべりしよう

友だちを主人公にしたりと、 好きな

ジャンル

ジャンル アクションアドベンチャー

険をサポートする“みまもりシミュレ

ぐでたま おかわりいかがっすかー

価格 5076円
［税込］

りコミュニケーション
価格 無料
（ソフト内購入あり）

ーション”。家族や友人、好きな 能
人などなど、 ファンタジー世界は知

ライダーがそれぞれ備える、 特徴

的な能力や、 代表的な必

ス

メーカー名 ライトウェイト

発売日 2016年12月8日

Miiたちによる剣と魔法の世界の冒

ズのライダーが、 初代仮面ライダー

新みんなの塗り絵Little Twin
Stars／マイメロディ

ジャンル おしゃ

がファンタジー世界を冒険

大人気特撮
『仮面ライダー』シリー

っ
ぶ
発売日 2016年12月1日

メーカー名 カプコン

発売日 2016年12月8日

70体以上のライダーがクロスオーバーで

アドベンチャー・タイム
ネームレス王 の3人のプリン

めがみめぐり

ジャンル ローグライクRPG

発売日 2016年12月14日

価格 無料
（ソフト内購入あり）

500種類以上の仲間と一 にダンジョンへ
基本無料のローグライクRPG。自
動生成ダンジョンを500体以上の仲
間と一緒に攻略しよう。 主人公ドラ
ンの周囲に壁がなければ、 勇気の
“竜人結界”が発動。 この
で敵を
倒すとドランがパワーアップ。 竜人
結界を駆使してダンジョンを進め！
© 2014-2016 Toydea Inc. All Rights Reserved. ADVENTURE TIME, CARTOON NETWORK, the logos, and all related characters and elements are trademarks of and ©Cartoon Network.
2016 © Little Orbit LLC. All Rights Reserved. Little Orbit and related logos are either trademarks or registered trademarks of Little Orbit LLC.in the United States and other countries. All
other trademarks and copyrights are the property of their respective holders. WayForward and its logo are trademarks of WayForward Technologies, Inc. All Rights Reserved.Licensed to and
published in Japan by Bergsala Lightweight Co., Ltd. ©Konami Digital Entertainment ©2016 LEVEL-5 Inc.

155

2018/06/05 16:58

Tank Troopers
（タンクトゥルーパーズ）
メーカー名 任天堂

ジャンル 戦車アクション

発売日 2016年12月21日

メーカー名 任天堂

ジャンル ボードゲーム

価格 800円
［税込］

発売日 2016年12月22日

電気ショックに目隠し、何でもありの戦車バトル

価格 5378円
［税込］

対人戦が熱い、日本縦断ハチャメチャすごろく

特殊能力を持つ13人の兵士
（トゥ

鉄道を中心とする乗り物で日本中

ルーパーズ）を選んで戦車に乗せて、
それぞれの特殊能力で戦う戦車バト

を巡り、 日本一の社長を目指す、 す
ごろく式テーブルゲームの完全新作。

や巨大戦車に挑戦など、30種類のミ
ッションで１人プレイも充実。

ろいろなカードで相手に嫌がらせを
トップを狙おう。

ル。 １本のソフトで最大６人での通
信対戦が楽しめる。 時間内のゴール

レグナタクティカ
メーカー名 ケムコ

発売日 2016年12月21日

サイコロを振って目的地を目指しな

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル 斬撃アクション

価格 1080円
［税込］

発売日 2016年12月28日

少年レックが刻む、壮大な戦いの記録

価格 1500円
［税込］

隻腕の女剣士サーシャがすべてを斬る

発売日 2016年12月22日

お宝ディフェンダー
〜ファラオの秘宝〜
発売日 2016年12月28日

ミニゲームで好感度を上げて、シーンをゲット
アニメ

価格 300円
［税込］

トラップを駆

て、宝を狙う盗賊たちを撃退

がゲーム化。

発売日 2016年12月22日

メーカー名 シルバースタージャパン

価格 5389円
［税込］

『セガ3D復刻アーカイブス』
、ここに完結！
『ターボアウトラン』
、『サ
ンダーフォースⅢ』
、『エイリアンシ

ンドローム』
、『コラムス』、『スーパ
ーハングオン』、
『アフターバーナー
Ⅱ』、『ベア・ ナックルⅡ』
、『ソニッ
ク・ザ・ヘッジホッグ２』など。おまけ
を含めると全11作の大ボリューム！
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発売日 2016年12月28日

ドローンレーサーとなって超高速のドローンを駆れ
小型の無人航空機“ドローン”を操
縦し、 大迫力の超高速ドローンレー

スを楽しもう。 選べるドローンは異
なる性能を持つ４種類。CPUが操作
するドローンと対決するCPUバトル
と、 タイムアタックの２種類のゲー
ムモードが用意されている。

©2016 Nintendo ©2015-2016 KEMCO/Hit-Point ©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©SEGA ©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment ©土居孝
幸 ©Valhalla Game Studios Developed by Valhalla Game Studios Severed © 2016 Drinkbox Studios Inc. All Rights Reserved. Developed and Published by Drinkbox Studios Inc. Drinkbox, Drinkbox
Studios, the Drinkbox Studios design, "Severed" and any and all associated design(s) are trademarks and/or registered trademarks of Drinkbox Studios Inc. Japan region published by Flyhigh Works.
© 2016 Ratalaika Games S.L. Published and distributed by Starsign, Inc. in Japan under license from Ratalaika Games S.L. ©SilverStarJapan

あみぐるみのヨッシーが毛糸の世
界で変身しながら仲間を救うアクシ
ョンゲーム。 ヨッシーが敵を食べて
作った毛糸玉で敵を倒したり、 足場
を作って先に進もう。 仲間のポチも
ヨッシーを乗せてトゲトゲを渡った

ジャンル 電車運転体験ゲーム
発売日 2017年1月11日

り、アイテムを拾ったりと大活躍！

仮面ライダーあつめ
メーカー名 東映

ジャンル 放置＆シミュレーションゲーム

価格 800円
［税込］

東京

発売日 2017年1月25日

抜けよう

フィールドにアイテムを設置して、

あとは待つだけの放置＆シミュレー
ションゲーム。 いろいろなライダー
がショッカー戦闘員と戦う様子を
めて楽しもう。 敵のボスを図鑑に登
録するとミニゲームを遊べ、 クリア
で限定アイテムが手に入る。

線を走破しよう。 速度制限や到着時
刻を守るミッションモードと、 自由
に運転するフリーモードの２つのモ
ードを選択可能。 ガチャチケットで
新車両やラッピングを手に入れろ！

ねむネコ パズルでも寝ています
メーカー名 フリュー

ジャンル アクションアドベンチャー
発売日 2017年1月18日

価格 540円
［税込］

のんびりゆるーく、仮面ライダーを集めよう

電車の運転士になって、 東京駅か

メーカー名 メビウス

価格 500円
［税込］

あみぐるみのヨッシーが毛糸の世界を大冒険

練習モードではイラストを描く練習
が可能。 描いた作品や持っていない

CREEPING TERROR

ジャンル フライトレースゲーム

価格 5076円
［税込］

塗り絵ソフト『新みんなの塗り絵』
シリーズの、 ポムポムプリンバージ
ョン。 イラストに色をぬり、 いろい
ろなツー
てデコってみよう。

ファラオとなって財宝を狙う盗賊

ドローンファイト

メーカー名 セガゲームス

発売日 2017年1月19日

ポムポムプリンを塗ってデコレーション！

たちを撃退する、 タワーディフェン
ス。ステージごとに用意されている、
さまざまな効果を持つ罠を設置し、
これを盗賊たちの行動に合わせてタ
イミングよく発動させ、 盗賊たちを
撃退しよう。

タイマー

ジャンル バラエティ

価格 500円
［税込］

メーカー名 アークシステムワークス

ミニゲー
好感度を上げ、 イラストやボイス、
アニメの人気シーンを集めよう。 ミ
ニゲームはパズル、 ドンジャラなど
全10種類。
、

セガ3D復刻アーカイブス3
FINAL STAGE

ジャンル アクション

電車運転指令

メーカー名 スターサイン

価格 3024円
［税込］

発売日 2017年1月11日

のストーリーも魅力。

ジャンル タワーディフェンス

ポチと！ ヨッシー ウールワールド
メーカー名 任天堂

がアップ。 ダークテイスト漂う大人

と、やり込み要素も充実。

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

ジャンル 塗り絵

次々に出現する敵の弱点を狙い、
タッチペンのスライドで斬って倒す、
斬撃アクションゲーム。 特別なスワ
イプ攻撃を成功させて相手の部位を
切断すると、
サーシャの能力

。 称号のコンプ
リートから多彩なエンディ

ジャンル バラエティ・ゲーム

新みんなの塗り絵 ポムポムプリン
メーカー名 Collavier

多彩な仲間の能力とスキルを見極
め、
ァ
ンタジーシミュレーションRPG。 ス
キルツリーの採用など、 バトルだけ

！

2017

、 ときにはい

SEVERED-セヴァード-

ジャンル シミュレーションRPG

ニ ン テ ンド ー 3 D S オ ー ル ソ フト カ タ ロ グ

価格 990円
［税込］

古びた屋敷で繰り広げられる一夜の出来事

ジャンル パズルゲーム

発売日 2017年1月25日

寝てばかりの

恐ろしいものが出ると噂された屋
敷で繰り広げる、 横スクロールタイ

プのアクションアドベンチャーゲー
ム。 バッテリーの残量に注意しなが
らスマホのライトで暗闇を照らし、
行く手を阻む謎の怪物を回避しなが
ら、仲間たちと脱出を目指す。
©1996, 2016 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S573946 © ARC SYSTEM WORKS ©NIKKATSU CORPORATION ©mebius.
©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©石森プロ・東映 ©2016-2017 KEMCO/Hit-Point ©FURYU corporation.

価格 540円
［税込］

をパズルで起こせ
同じ色のピースを３つ以上つなげ
、 画面を賑

やかにしてねむネコを起こすパズル
ゲーム。 パズルを遊んだりミッショ
ンをクリアすると、 ４コママンガや
イラストなどが手に入るほか、 コレ
クション要素も盛りだくさん。
©2017 Nintendo Developed by Good-Feel
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アニメ 蒼き雷霆（アームドブルー）
ガンヴォルト

パワーディスクスラム
メーカー名 賈船

メーカー名 インティ・クリエイツ

ジャンル スポーツ

発売日 2017年1月25日

ジャンル アニメーション

価格 1000円
［税込］

発売日 2017年2月9日

能力や技が違う選手たちが、架空のスポーツで対戦

『蒼き雷霆（アームドブルー）
ガンヴォルト』
がアニメ化！

ドラえもん、のび太と仲間たちが南極を駆け回る！

アンカーや特殊攻撃を使い、 跳ね

映画
『ドラえもん のび太の南極カ

１話分のボリュームを収録。ついに、

忙し。 画面全体がレトロ風ゲーム機

とに映画のシーンを再現したミニゲ

ーションソフト。 声優陣にゲームオ
リジナルキャストを迎え、TVアニメ

Newニンテンドー3DS専用

ドラゴンクエストモンスターズ
ジョーカー３ プロフェッショナル
ジャンル ロールプレイング
発売日 2017年2月9日

モンスター育成ゲームがさらなる進化

プランテラ ガーデンライフ
メーカー名 レイニーフロッグ

植物や動物を育てて自分だけのガーデンを作ろう

ジャンル パズル

発売日 2017年2月15日

価格 500円
［税込］

発想を試される、ハコパズルの数々に悩め
ハコを出して数々の障害を乗り越
えるパズルアクション、『ハコボー
イ！』３部作の完結編。カラフルにな
ったステージは全22ワールド、150
ステージと大ボリューム。 ハコリモ
コンやハコロケット、ハコボムなど、
新たなハコパワーも登場。

ジャンル RPG

発売日 2017年2月15日

２つの物語の主人公になり、３つの部屋を脱出

ジャンル 探索アクション
発売日 2017年3月3日

価格 980円
［税込］

戦車とパイロット、２つの視点で戦う探索アクション

『超科学脱出』シリーズ第３弾。選択
肢を選んで物語を進めるアドベンチ
ャーパートと、 超能力を使って過去
を変える探索パートからなる、 脱出
アドベンチャーゲーム。 今作では前
２作の主人公である、 綾名京介と茜
野瞳の運命が交差
（クロス）
する！

ジャンル カジュアル

発売日 2017年3月1日

1988年に発売されたファミリー
コンピュータ用ソフト
『超惑星戦記メ
タファイト』をベースにしたアクショ
ンゲーム。 サイドビューマップを万
能戦闘車両“ソフィア-Ⅲ”で探索。 ダ
ンジョンを発見したらトップビュー
マップで主人公を操ろう。
Newニンテンドー3DS専用

6180 the moon
メーカー名 レイニーフロッグ

価格 500円
［税込］

恐怖の街を駆け抜け、1000m先のヘリへ！
！
力士やニンジャ、 怪獣など、 バラ
エティ豊かなキャラクターから１人
を選び、 襲い来るゾンビをかわしな
がら、1000m先の救出ヘリコプタ
ーまで逃げ切ろう。 タイミングよく
ボタンを押すだけのシンプルな操作
で、華麗な動きが楽しめる。

ジャンル アクション

発売日 2017年3月8日

価格 400円
［税込］

消えた太陽を探すジャンピングゲーム
夜空に輝く月となって、 消えた太
陽を探しに行くアクションゲーム。
月ができるのはジャンプのみで、 方
向転換は障害物に当たることで行え
る。 ループする上下画面を行き来し
ながらゴールを目指し、 太陽が消え
た秘密を解き明かそう。

メーカー名 オレンジ

価格 800円
［税込］

ドット絵が懐かしくも新しい、王道RPG
竜沈めの英雄“ドラゴンシンカー”
の末裔たちが、900年の時を経て復
活した邪竜に挑む王道RPG。ドット
絵で描かれるキャラクターやバトル
シーンが懐かしさを感じさせる。 仲
間集めや豊富なジョブなど、 やり込
み要素も満載。

© 2015 Chequered Cow Games Ltd. Publishing in JAPAN by COSEN Co., Ltd. © 2017 SIMS CO., LTD. Published and distributed by Starsign, Inc. in Japan. © 2016-2017 Ratalaika
Games S.L. © 2016-2017 VaragtP Studios. Licensed to and published by Rainy Frog LLC. ©2017 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo © INTI CREATES CO., LTD. 2014-2016 ALL RIGHTS
RESERVED. ©2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©RYUJI KUWAKI ©Flyhigh Works © 2015-2017 KEMCO/EXE-CREATE

3DScat_data_QR1_157-175_2017_2018.indd 158-159

ブラスターマスター ゼロ

こねこのいえ2
ヒミツの箱から飛び出た夢

メーカー名 ケムコ

価格 680円
［税込］

価格 500円
［税込］

同じ種類の建物をタッチでまとめ
てグレードを上げ、 ハイレベルな建
物に育て、 都市のランクを上げてい
く簡単操作のパズルゲーム。 ハイレ
ベルになった建物を一気にまとめて
さらにハイレベルな建物にする爽快
感は、一度味わうとやめられない。

ドラゴンシンカー

メーカー名 任天堂

発売日 2017年2月22日

な“ひみつ道具”を手に入れよう！

メーカー名 インティ・クリエイツ

メーカー名 オインクゲームズ

簡単操作で建物を一気に育てる爽快パズル

植物を育てて収穫してコインを稼
ぎ、 コインを新たな植物や動物と交
換して育て、 自分好みのガーデンを
作っていくガーデニングゲーム。 登
場する動物たちはかわいいだけじゃ
ない。 ガーデンを狙う、 ずる賢いカ
ササギ鳥や危険なオオカミに注意！

さよなら！ ハコボーイ！

ジャンル 脱出アドベンチャー

1000m ゾンビエスケープ！

メーカー名 フライハイワークス

価格 500円
［税込］

超科学脱出 最果てのクロスアイズ

『ドラゴンクエストモンスターズ ジ
ョーカー ３』が、“プロフェッショナ
ル”に進化。オリジナルモンスターの
追加だけでなく、『ドラゴンクエス
トⅩ』や『星のドラゴンクエスト』か
らもモンスターが登場。 その数なん
と700種類以上！

スバラシティ

ームをクリア。 全100種類ある便利

コインでゲーム機をカスタム可能。

メーカー名 インテンス

価格 5670円
［税込］

ゲームになって登場。 すごろくのよ
うにマス目を進み、 止まったマスご

としてデザインされており、 稼いだ

ポットが当てられる。

メーカー名 スクウェア・エニックス

価格 400円
［税込］

撃った風船が分裂するだけでなく、
画面の上下左右が入れ替わるので大

ゲームでは描かれなかった部分にス

自動的にどんどん落ちてくるおも
ちゃを、 ステージを回転させて任意
の場所で受け止め、 高く積み上げて
いく新感覚のアクションパズルゲー
ム。 ミッション、 フリープレイ、 対
戦の３つのモードがあり、 １人でも
友だちとの対戦でも楽しめる。
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価格 5702円
［税込］

スクが相手側の地面や壁に触れると

ステージを回しておもちゃを受け止め、高く積め！

発売日 2017年2月2日

風船を割りアクションでゲーム機をカスタム！

発売日 2017年3月2日

チカチ大冒険』がアクション+パズル

メーカー名 スターサイン

ジャンル パズルアクション

価格 500円
［税込］

回る風船を割るアクションゲーム。

限界！山積みバトル

発売日 2017年2月1日

メーカー名 フリュー

ジャンル 南極カチコチアドベンチャー

ン『蒼き雷霆ガンヴォルト』のアニメ

先取すると勝利となる。

ジャンル シミュレーション

発売日 2017年2月22日

ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険

のような専用のコートで、 パワーデ

ポイントが入り、 規定のポイントを

発売日 2017年2月1日

ジャンル アクション

3DS用ライトノベル2Dアクショ

ィスクを投げ合って得点を競い合う、
対戦型スポーツゲーム。 パワーディ

ジャンル パズル

メーカー名 レイニーフロッグ

価格 600円
［税込］

四方を壁に囲まれたテニスコート

Newニンテンドー3DS専用

かいぞくポップ

ジャンル アドベンチャー
発売日 2017年3月1日

価格 500円
［税込］

３匹の子猫再登場。今度の冒険の舞台は、学校！
『こねこのいえ』シリーズ第２弾。ひ
ょんな出会いから桐島家の飼い猫に
なったライ
（♂）
、 ミイ
（♀）
、 イル
（♂）の３匹の子猫。 今回も桐島家の
みんなを守るため、 ３匹が大活躍。
直感的なタッチペン操作で、 子猫た
ちと冒険しよう。
©2016, 2017 dadako, Licensed by 13AM Shipping Solutions Inc. Licensed to and published by Rainy Frog LLC. ©I2017 INTENSE ©2015-2017 Oink Games Inc. ©expris/orange
©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2017 ©FURYU Corporation. ©INTI CREATES CO., LTD. ©SUNSOFT SUNSOFTは、サン電子株式会社の登録商標です。
©2014-2017 Turtle Cream. All rights reserved. Licensed to and published by Rainy Frog LLC.
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干物妹！うまるちゃん だらっとパズル
メーカー名 フリュー

ジャンル パズルゲーム

発売日 2017年3月15日

モンスターハンターダブルクロス
メーカー名 カプコン

価格 540円
［税込］

パズルでうまるを甘やかせ！

価格 3990円
［税込］

新要素の追加で、狩りの個性がさらに広がる！

コミック、 アニメで人気の『干物

価格 無料
（ソフト内購入あり）

ゾンビはびこる島で、生き残りをかけたサバイバル

４人のカービィが協力して巨大な敵に立ち向かう

極地の島でウイルスが蔓延しゾン

得意分野が異なる剣士、 重戦士、

ビが大量発生。 とり残されたあなた

学士、 魔法使いから１つを選び、 ４

上つなげて、 うまるの好物を降らせ

たな要素を追加して正統進化。 本作

バルを行う。 １人またはマルチプレ

プレイも楽しめる。 敵を倒してレベ

ベイブレードバースト
ベイロガープラス＆パズル

ンスターと２つの狩猟スタイル、 そ
して未知のフィールドなど数々の新

メーカー名 フリュー

価格 無料
（ソフト内購入あり）

パズル＋ベイロガープラスと通信の２役

メーカー名 ジョイフルテーブル

ジャンル ダンジョンRPG

発売日 2017年3月22日

細かいキャラメイクでより深まる感情移入

メーカー名 フリュー

価格 5940円
［税込］

初心者でもできる
『バディファイト』

ジャンル アクション

発売日 2017年3月29日

メーカー名 日本コロムビア

価格 500円
［税込］

マリオスポーツ スーパースターズ

価格 5184円
［税込］

3DSで憧れのまんが家デビューを目指そう
まんが家のアシスタントになって
プロデビューを目指すストーリー・モ
ードで、 まんが制作を勉強しよう。
コマ割りや下書き、ペン入れ、ベタ・
ホワイト、 トーン貼りなどのまんが
ツールが用意され、 まんがを描くの
に必要なテクニックも練習できる。

ジャンル スポーツ

発売日 2017年3月30日

Newニンテンドー3DS専用

価格 5378円
［税込］

マリオたちスーパースターが５種のスポーツに挑む
『スーパーマリオ』シリーズに登場す
るスーパースターたちが集結し、 テ
ニス、 ベースボール、 サッカー、 ゴ
ルフ、 乗馬レースの５種スポーツに
挑戦。 簡単操作で本格的な競技を楽
しむことができ、 １人から最大６人
での対戦プレイも可能。

価格 300円
［税込］

集中力必須！ タイミングを計って弾を撃ち出せ！

発売日 2017年4月12日

自分の周囲を回転するラインに当
たらないよう、 切れ目に向けて弾を
撃ち出すタイミングゲーム。 弾を発
射する際はタップのみと操作はシン
プルだが、 難度がどんどん上昇。 カ
ジュアルゲームに見えて集中力が求
められる歯ごたえありの１本。

少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん
キュ～トなゴマちゃんいっぱいパズル
メーカー名 フリュー

価格 300円
［税込］

クリーチャーが回るバケツを行ったり来たり

ジャンル パズルゲーム

発売日 2017年4月19日

価格 540円
［税込］

ゴマちゃんとアシベたちが登場するキュートなパズルゲーム！

片回転する円の縁に配置された２
つのバケツ。 一方のバケツに入って
いるクリーチャーが落ちないよう慎
重かつ大胆に、 タイミングを見計ら
ってもう一方のバケツに飛び移らせ
よう。 シンプルな操作ながらハイス
コア競争が熱いカジュアルゲーム。

おそ松さん ニート脱出スパイラル!!
メーカー名 フリュー

©2015 サンカクヘッド／集英社・
「干物妹！うまるちゃん」製作委員会 ©FURYU Corporation. ©Hiro Morita, BBBProject, TV TOKYO © TOMY ©FURYU Corporation. ©bushiroad All Rights Reserved.
©相棒学園2016／テレビ愛知 ©FURYU Corporation. ©2017 NIPPON COLUMBIA CO.,LTD. ©CAPCOM CO., LTD. 2015,2017 ALL RIGHTS RESERVED. ©2009-2017 STARFISH-SD Inc.
© 2015-2017 Ratalaika Games S.L. © 2015 Axol Studio, LLC Licensed to and published by Rainy Frog LLC. ©2017 Nintendo Tennis, Golf：©2017 Nintendo / CAMELOT
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発売日 2017年4月19日

ペットと遊んだり世話をして、 映
像や画像に残そう。 選べるペットは
トイプードル、 チワワ、 柴犬、 アメ
リカンショートヘア、 スコティッシ
ュフォールド、 ラグドール、 フェレ
ット、 ネザーランドドワーフ、 シマ
リス、ハリネズミの10種類。

ドットで描かれた世界に、 大量の
弾幕と高難度の仕掛けがひしめきあ
う、 硬派な横スクロールアクション
シューティングゲーム。 敵を倒して
得たゴールドを使って、 ダブルジャ
ンプや射程距離延長、 ダメージ増大
などパワーアップしながら進もう。

メーカー名 任天堂

ジャンル なりきりアドベンチャー

価格 5184円
［税込］

かわいいペットと暮らして、記録を残そう

ジャンル カジュアル

ジャンル パズルゲーム

発売日 2017年4月12日

Newニンテンドー3DS専用

メーカー名 賈船

ジャンル カジュアル

メーカー名 賈船

撃って、ジャンプで避ける、クラシックアクション

トレーディングカードゲーム『バデ
ィファイト』のゲーム化第２弾。 約
3400種類のカードを収録し、 好評
のアニメーション演出も大幅にパワ
ーアップ。 詳しいチュートリアルが
用意されており、これから
『バディフ
ァイト』を始める人も安心。

まんが家デビュー物語
ステキなまんがをえがこう

発売日 2017年4月6日

買ってカービィを強くしよう。

SHOOT THE BALL

ジャンル どうぶつコミュニケーション

CUP CRITTERS

メーカー名 レイニーフロッグ

ジャンル バディファイトシミュレーター

かわいいペットとくらそう！
わんニャン＆ミニミニアニマル

『エルミナージュ Original 』の続編。
12の種族、16の職業を組み合わせ
てキャラクターを作成し、 パーティ
ーを組んで未知の宝やトラップが待
つ3Dダンジョンを探索しよう。撮影
した写真をキャラクターの外見に使
用できるユニークな機能を搭載。

BLASTING AGENT
ULTIMATE EDITION

ルアップしたり、“ぶき”や“ぼうぐ”を

を狩り、物資を探して生き残れ。

メーカー名 日本コロムビア

価格 2500円
［税込］

人パーティを組んで巨大ボスに挑む
アクションゲーム。 最大４人で協力

イの誰かと協力し、 魚を釣り、 動物

を受賞している。

ベイブレードの“ベイ”をモチーフ
にしたパズルゲーム。 基本無料で遊
べるが、 １日のプレイ回数に制限が
ある。 ベイロガープラスと通信し、
『ベイブレードバースト』公式WEBサ
イトとの連動や読み取った情報でア
カウント管理が可能。

フューチャーカード バディファイト
目指せ！バディチャンピオン！

は物資を確保し、 ときにはシェルタ
ーに身を潜め、 生存をかけたサバイ

は2017年に“日本ゲーム大賞優秀賞”

エルミナージュⅡ
～双生の女神と運命の大地～

ジャンル ベイロガープラス通信機能付きパズルゲーム

160

価格 500円
［税込］

ハンタークロス』
が、２頭のメインモ

をコレクションできるぞ。

発売日 2017年3月16日

発売日 2017年4月5日

ジャンル アクション

発売日 2017年4月13日

妹！ うまるちゃん』のパズルゲーム。

よう。 パズルを遊ぶとうまるの衣装

発売日 2017年3月16日

メーカー名 任天堂

ジャンル オープンワールドADVゲーム

2015年に発売された
『モンスター

シルフィン、 海老名ちゃん、 切絵ち
ゃんも登場。 同色のピースを３つ以

発売日 2017年3月15日

みんなで!カービィハンターズＺ

メーカー名 Wobbly Tooth

ジャンル ハンティングアクション
発売日 2017年3月18日

Ice Station Z

『少年アシベ』のパズルゲーム。同じ
色のピースを３つ以上つなげて消し
て、 コンボを重ねてフィーバータイ
ム突入を狙え！ パズルを遊ぶとご褒
美のイラストがもらえたり、 ゴマち
ゃんのお部屋ではゴマちゃんをかわ
いがるお楽しみもあるぞ。

ドットアーティスト
メーカー名 レイニーフロッグ

価格 540円
［税込］

ピースをつなげて６つ子たちに就活させよう！
人気アニメ『おそ松さん』の就活パ
ズルゲーム。 一筆書きのように３つ
以上のピースをつなげて高得点を狙
おう。 スコアによって６つ子の就職
先が変化するぞ。 パズルを遊ぶとご
褒美イラストをゲット。 たくさん遊
んでコンプリートを目指せ。

ジャンル ペイントツール

発売日 2017年4月19日

価格 500円
［税込］

多彩な機能で手軽にドットアートを描ける
ドット絵を描くためのペイントソ
フト。ぬりつぶし、コピー、カット、
レイヤー対応、 トリミング、 反転、
回転などの機能を備え、60×60か
ら400×240ドットのキャンバスに
対応。完成アートはPNGファイルで
SDカードに保存できる。

© 2017 Wobbly Tooth Ltd ©2017 NIPPON COLUMBIA CO.,LTD. © 2016 RCMADIAX LLC, All Rights Reserved. Publishing in JAPAN by COSEN Co., Ltd.
©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会 © FURYU Corporation. ©2016 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo © 2016 RCMADIAX LLC, All Rights Reserved. Publishing in JAPAN by COSEN Co., Ltd.
©森下裕美・OOP／Team Goma ©FURYU Corporation. © 2106-2017 Nostatic Software, LLC. Licensed to and published by Rainy Frog LLC.
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ファイアーエムブレム Echoes
もうひとりの英雄王

キューブクリエイターDX

メーカー名 任天堂

メーカー名 アークシステムワークス

ジャンル ロールプレイングシミュレーション
発売日 2017年4月20日

価格 5378円
［税込］

発売日 2017年4月27日

パズルをクリアして歴史年表を完成させよう

価格 800円
［税込］

破天荒なステージをダイナミックに駆け抜ける

偉人ねこがたくさん登場する、 日

ド派手で危険なぶっ飛んだ地形を

バイクで豪快に駆け抜ける、 トライ

の主人公の視点から、 ふたつの国の

今作で追加されたステージビルダー

ルを遊ぶと偉人ねこのイラストや名

ており、 ビジュアルもリアルという

Newニンテンドー3DS専用

モンスターと戦ったり、 建物を建て
たりといろいろな遊び方を楽しめる。

価格 300円
［税込］

ドラゴンボールヒーローズ
アルティメットミッションＸ
発売日 2017年4月27日

発売日 2017年5月10日

『アルティメットミッション』シリーズの決定版がついに登場！

メーカー名 カルチャーブレーンエクセル

ちょっと休憩にぴったりな15種のミニゲーム集

ジャンル アクション

発売日 2017年5月1日

ねこあつめ

メーカー名 賈船

価格 800円
［税込］

“ねこ”
を眺めて癒される、そんなゲーム
スマートフォンアプリで大人気の
『ねこあつめ』が3DSに登場。基本的
にはゴハンとグッズを置いて待ち、
庭先に集まってきたねこを愛でて癒
される緩い雰囲気のゲーム。 やって
きたねこを撮影してスタンプを生成
し、デコレノートを作れる。

発売日 2017年5月10日

価格 300円
［税込］

連射が通用しないタイミング系シューティング
自動的に左右の往復を繰り返す発
射台から弾を撃ち、 画面上部から迫
って来る敵を倒すシューティングゲ
ーム。 敵が発射台か画面最下部に接
触する、 または敵に当たらなかった
弾が、 画面最上部に３発到達すると
ゲームオーバーになる。

鳥獣戯画VSロボウサ革命軍のコミカルバトル
鳥獣戯画風ビジュアルのキャラク
ターたちが、 ロボウサ革命軍の像を
破壊するために進軍するタワーディ
フェンス。 バトルに勝って仲間とお
金を集め、集めた仲間をお金で強化！
自軍の増強を図ろう。 ピンチになっ
たら月姫砲で一発逆転を狙え！

ドウクツジマ
メーカー名 スマイルブーム

ジャンル アクション

価格 6264円
［税込］

発売日 2017年5月17日

『進撃』のキャラクターと絆を深める謎解きアドベンチャー

価格 300円
［税込］

2Dダンジョン探索型の古典的アクション

TVアニメ
『進撃の巨人』
の脱出アド
ベンチャーゲーム。 相棒と協力しな
がら謎を解き、古城から生還しよう。
選択肢によって絶望度や絆が増減し、
この数値で物語の行方が左右される。
思わぬ場所で巨人とのコマンドバト
ルが発生することも！
Newニンテンドー3DS専用

BRICK RACE
メーカー名 賈船

©2017 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS © 2016 RCMADIAX LLC, All Rights Reserved. Publishing in JAPAN by COSEN Co., Ltd. ©カルチャーブレーンエクセル ©2014-2018 Hit-Point
©2017 Big John Games. Developed and Published in Japan by Arc System Works. ©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©BANDAI ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©Q-Cumber Factory © 2016 RCMADIAX LLC, All Rights Reserved. Publishing in JAPAN by COSEN Co., Ltd. ©2017そにしけんじ・実業之日本社／「ねこねこ日本史」製作委員会 ©FURYU
Corporation. © 2017 Selectsoft Publishing. All right reserved. Licensed to and published in Japan by Teyon Japan GK.
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死地からの脱出

忍者を操作して妖怪軍団に立ち向
かい、 さらわれたお姫様を助けにい
く2Dアクションゲーム。刀や手裏剣
はもちろん、 さまざまな忍術を使っ
て雑魚を蹴散らし、 ボス妖怪を倒し
て先に進もう。 道中にはお店があっ
てアイテムを買える。
Newニンテンドー3DS専用

価格 700円
［税込］

タッチペンだけの簡単な操作で楽
しめるミニゴルフゲーム。 さまざま
な仕掛けがほどこされた1000以上
のゴルフコースはユニークなものば
かり。 オリジナルのゴルファー作成
し、 ゴルフクラブやアクセサリーを
購入することもできる。

発売日 2017年5月11日

忍者がバッサバッサと敵を斬る爽快アクション

ジャンル シューティング

発売日 2017年5月17日

メーカー名 コーエーテクモゲームス

Galaxy Blaster

メーカー名 ヒットポイント

価格 500円
［税込］

ジャンル 戦慄の脱出アドベンチャー

価格 400円
［税込］

椅子取りゲームや雪合戦、 スロッ
トの結果予想、 アヒルのレースなど
など、15種を収録した１人用ミニゲ
ーム集。 パズルやアクション、 タイ
ミング、 記憶ゲームなどいろいろな
タイプのゲームが収録されている。
息抜きにひとゲームいかが？

ジャンル タワーディフェンス

1000以上のコースを回れる簡単ミニゴルフ

進撃の巨人

メーカー名 フライハイワークス

価格 300円
［税込］

メーカー名 シルバースタージャパン

『アルティメットミッション』シリー
ズの決定版にして進化を遂げた最新
作が登場。3300枚以上のカードか
ら５枚を選んでチームを組み、 ５対
５のバトルスタート。 オリジナルス
トーリーを楽しめる“アルティメット
ヒーローズ”モードも搭載。

Ninja Smasher!

ースのエディットにも対応。

超獣ギガ大戦

メーカー名 テヨンジャパン

ジャンル スポーツ

価格 6156円
［税込］

本格派。 オンラインランキングとコ

歴史年表が埋まっていく。

ミニゴルフリゾート

ジャンル カードバトルアドベンチャー

アルゲーム。コースは破天荒ながら、
バイクの挙動は物理演算が導入され

場面が手に入り、 名場面を集めると

めて立体的なステージも作れる。

タッチまたは十字ボタンの左右で
四角形を操作し、 壁や地面に触れな
いように強弱のジャンプを使い分け、
障害物をかわしながら先に進むアク
ションゲーム。 反応だけでは回避が
間に合わないため、 安全な場所に移
動しておく先読みが重要。

ザ・ゲーム１５

ム。 同じ色のピースを一筆書きの要
領で３つ以上つなげて消そう。 パズ

モードでは、 スタートとゴールを決

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

先読み重視のジャンピング回避アクション
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発売日 2017年5月17日

本の歴史をテーマにしたパズルゲー

メーカー名 賈船

発売日 2017年4月26日

価格 540円
［税込］

れる世界を探険し、 素材を集めたり

BOX UP

ジャンル コレクションゲーム

ジャンル バイクアクション

ーズの代表作で、1992年発売の『フ

全土を覆う戦乱を描く。

発売日 2017年4月26日

メーカー名 フライハイワークス

立方体でできた“キューブ”と呼ば

争いを発端とする、 バレンシア大陸

ジャンル テーブルゲーム

発売日 2017年5月10日

立方体で形作られた世界で作ったり戦ったり

ァイアーエムブレム 外伝』のリメイ
ク。 少年アルムと少女セリカの２人

発売日 2017年4月26日

ジャンル パズルゲーム

価格 2000円
［税込］

初期
『ファイアーエムブレム』シリ

アーバントライアル：フリースタイル２

歴史発見パズル！

メーカー名 フリュー

ジャンル クリエイティブアクションアドベンチャー

『ファイアーエムブレム』
シリーズ第２弾のリメイク

ジャンル カジュアル

ねこねこ日本史

ジャンル レース

発売日 2017年5月17日

昔懐かしい、 探索要素とパズル要
素が盛り込まれた2Dアクションゲー
ム。 剣で敵を倒しながら洞窟を探索
し、 武器や便利アイテムを手に入れ
て仕掛けや罠をクリアして進み、 洞
窟の奥深くに眠るとされる秘宝ダヒ
ヤモンドを見つけ出そう。

アルケミックダンジョンズ
メーカー名 フライハイワークス

価格 300円
［税込］

シンプルなドット絵がレトロなレースゲーム
遠い昔のゲーム黎明期のような、
すべてがシンプルでレトロなレース
ゲーム。 前を走る車に当たらないよ
う左右移動でかわし、 少しでも長く
レースをつづけよう。 ほかの車に当
たると一発でゲームオーバーになる
ため、一瞬の油断が命取りに。

ジャンル ローグライク

発売日 2017年5月31日

価格 500円
［税込］

シンプルながら長く遊べるローグライクゲーム
自動生成されるダンジョンを探索
しながらキャラクターを強化してい
く、 ターン制バトルのシンプルでオ
ーソドックスなローグライクゲーム。
アイテムクラフト機能を使って手持
ちの武具やアイテムを強化し、 探索
を有利に進めていこう。

原作／諫山創
「進撃の巨人」
（講談社刊）©諫山創・講談社／「進撃の巨人」
製作委員会 ©コーエーテクモゲームス © 2016 RCMADIAX LLC, All Rights Reserved. Publishing in JAPAN by COSEN Co.,
Ltd. © and published 2017 by Tate Multimedia S.A. Developed by Teyon. Designed by Tate Multimedia S.A. All rights reserved. Urban Trial Freestyle logo is a registered trademark of Tate
Multimedia S.A. Japan region published by Flyhigh Works Open Dynamics Engine Copyright © 2001-2004, Russell L. Smith. All rights reserved. Neuropolitical font by Ray Larabie. All rights
reserved. ©SilverStarJapan ©2015- 2017 SmileBoom Co.Ltd./ぷわっとX ©2015-2017 Q-Cumber Factory ©Flyhigh Works
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ゲキヤバランナーハバネロ
メーカー名 フライハイワークス

価格 500円
［税込］

難度ハバネロ級の激ヤバランアクション

ジャンル RPG

発売日 2017年6月22日

価格 6782円
［税込］

９人の主人公が織りなす群像劇RPG

短時間で効率的な介護福祉試験対策を

神経衰弱やパン食い競争、 あっち

学習ソフト
『マル合格！』シリーズ

抜けよう。 タックルやスーパーダッ

武器、 キャラクターの育成のいずれ

っとだけ遊べる、 バラエティに富ん

解説つき。 練習問題モードや弱点克

を進めていくオリジナルRPG。シナ
リオおよび主人公たちに装備させる

ジャンル アクション

発売日 2017年6月28日

零
（ゼロ）
距離射撃で派手に倒せ！

スキルと魔法を組み合わせるオリ
ジナル技“ビートコンボ”や、 技を喰
らって習得する“ラーニング”、 武器
の合成・ 強化などやり込み要素も盛
りだくさん。本作は、数多くのRPG
を輩出するケムコが、 自社最大級ボ
リュームを自負！

マル合格！宅建士試験 平成29年度版
メーカー名 メディアファイブ

メーカー名 アトラス

価格 2800円
［税込］

3DSならではの簡単操作でサクサク資格学習

ジャンル RPG

発売日 2017年6月29日

価格 6998円
［税込］

メーカー名 任天堂

価格 500円
［税込］

数字パズルのナンプレで対戦！
空いたマス目を数字で埋める、 老
若男女に愛されるパズルゲーム。 ４
段階に難易度分けされた全1000問
を収録。 数字仮置き機能やお助けプ
レイ機能、 間違い修正機能搭載で初
心者も遊びやすくなっている。 ２人
での対戦プレイも可能。

ジャンル 3Dアクション

発売日 2017年7月4日

発売日 2017年7月12日

歴代キャラクター160人を収集、育成しよう

価格 1200円
［税込］

敵を倒せ！ しかし十字架を見逃すな！
！

『ファイナルファンタジー』シリーズ
をモチーフにした、 全300問のロジ
カルパズル。 タテとヨコの数字をヒ
ントにマスをぬって、 隠されたイラ
ストを完成させよう。 イラストパズ
ル問題を解いて敵と戦うターン制バ
トル“クエスト”も収録。

エルミナージュⅢ
～暗黒の使徒と太陽の宮殿～
ジャンル ダンジョンRPG

発売日 2017年7月12日

６種類の武器で敵を倒しながら進
む、横スクロールアクションゲーム。
操作は移動、 ジャンプ、 ショットと
いたってシンプル。 ところどころに
ある小さな十字架マークには要注意。
十字架の秘密を解き明かして、 真の
エンディングを目指せ。

Ever Oasis 精霊とタネビトの蜃気楼
メーカー名 任天堂

ジャンル アクションアドベンチャーRPG

価格 2500円
［税込］

発売日 2017年7月13日

3Dダンジョン探索型本格RPG第３弾
12の種族と16種の職業からキャ
ラクターを作成し、 パーティーを組
んでダンジョンを探索する3DRPG。
自由度が高いキャラクターメイキン
グに加え、 エクストラスキルで長所
を伸ばしたり短所を補い合えば、 よ
り自分好みのキャラクターに。

価格 5378円
［税込］

人々の笑顔は、世界最後のオアシスにかかっている
旅人のお願いを聞いて仲間増やし、
オアシスを発展させていくアクショ
ンRPG。発展したオアシスには新た
な旅人が訪れ、 仲間の輪が広がって
いく。 生き物を凶悪なモンスターへ
と変える“カオス”の脅威に、 仲間と
一緒に立ち向かえ！

Newニンテンドー3DS専用

ママにゲーム隠された
メーカー名 ハップ

価格 810円
［税込］

大きなカービィが3Dマップで暴れまくり
カービィが吸い込んだ敵を星型弾
に変え、 これを発射して敵をやっつ
ける3Dアクションゲーム。一度にた
くさんの敵を吸い込むとカービィが
大きくなり、 かんつう星型弾を撃て
る。 敵をまとめてやっつけてコンボ
を狙い、ハイスコアを目指そう。

© 2017 QubicGames © Flyhigh Works ©2015-2017 KEMCO/EXE-CREATE ©2017 media5 corporation. © 2016 Lightwood Consultancy Ltd. Published and distributed by Starsign, Inc.
in Japan under license from Lightwood Consultancy Ltd. ©FURYU Corporation. ©INTI CREATES CO., LTD. 2017 ALL RIGHTS RESERVED. ©ATLUS ©SEGA All rights reseved.
©2016 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo
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価格 無料
（ソフト内購入あり）

“もしあの時、 違う道を選択してい
たら ……？” 主人公の青年・ストッ
クとなり、 タイムリープを繰り返し
て歴史の分岐点に遡り、 正しい未来
を目指していくRPG。新シナリオ“亜
伝”の追加により、より深くボリュー
ムある物語が楽しめる。

カービィのすいこみ大作戦

メーカー名 スターサイン

発売日 2017年7月12日

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル レトロアクション

メーカー名 ジョイフルテーブル

ゆがんだ過去に遡り、正しい歴史を導くタイムリープRPG

資格試験対策ソフトの定番、『マ
ル合格！』シリーズの宅建士試験平成
29年版。 平成26年から28年度まで
の試験問題を収録。 練習問題モード
や弱点克服モード、 用語閲覧モード
など、 短時間の学習で得点アップが
期待できる工夫が満載。

みんなでナンプレ

ジャンル パズルRPG

を期待できる工夫が満載。

マルディタカスティーラ
ドン・ラミロと呪われた大地

PICTLOGICA FINAL FANTASY ≒

本作のゲームメーカー“インティ・
クリエイツ”過去作の登場人物、ベッ
クとガンヴォルトをダブル主人公に
据えた2Dアクションゲーム。接近し
てトドメを刺すとスコアボーナスを
得られる“バーストコンボ”を狙い、
爽快に敵を倒そう。

ラジアントヒストリア
パーフェクトクロノロジー

服モード、 短時間の学習で得点上昇

出かける際にも重宝する。

メーカー名 スクウェア・エニックス

価格 980円
［税込］

27回から第29回の試験問題を収録
し、 いずれも講師による全問回答、

だゲームを楽しめる。 子ども連れで

由度が非常に高いのも特徴。

メーカー名 インティ・クリエイツ

価格 1080円
［税込］

15種類のゲームが収録された１人用
ミニゲーム集。 時間がかからずちょ

も選択の幅が広く、 ゲーム全体の自

マイティガンヴォルト バースト

軽妙な掛け合いが楽しい大ボリュームRPG
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グズるお子さんもにっこりのミニゲーム集

価格 2800円
［税込］

の介護福祉士試験平成29年度版。第

メーカー名 ケムコ

発売日 2017年6月21日

発売日 2017年7月12日

むいてホイ、スキーレースなどなど、

アスディバインクロス

ジャンル パズル

価格 300円
［税込］

立場の違う９人の主人公のシナリオ

リバースを駆使して進め。

発売日 2017年6月21日

発売日 2017年7月5日

メーカー名 メディアファイブ

ジャンル 資格学習

ンナー』の続編。 今作はさらに難度

シュ、 そして時間を巻き戻すタイム

ジャンル 資格学習

ジャンル テーブル

人間や魔族など種族や性別、年齢、

が上がり、ライト層お断りの心折
（し
んせつ）設計全135ステージを駆け

発売日 2017年6月14日

マル合格！
介護福祉士試験 平成29年度版

Vol ２

メーカー名 カルチャーブレーンエクセル

ランアクションゲーム
『ゲキヤバラ

ジャンル RPG

ザ・ゲーム１５

メーカー名 フリュー

ジャンル ゲキヤバランアクション
発売日 2017年6月7日

アライアンス・アライブ

ジャンル 脱出ゲーム

発売日 2017年7月12日

価格 500円
［税込］

ママに隠されたゲーム機を取り戻せ！
人気のスマートフォン向けゲーム
アプリの3DS版。 ママに隠されたゲ
ーム機を探し出し、 アイテムを駆使
してあの手この手で取り戻す脱出ゲ
ーム。 ママの隠し方も日を追ってエ
スカレート！ スマートフォン版には
ない新たなステージも追加。
©2017 カルチャーブレーンエクセル ©2017 SQUARE ENIX CO., LTD.All Rights Reserved. Developed by Jupiter. ©2011-2017 STARFISH-SD Inc. ©2017 hap Inc.All Rights Reserved.
©2017 media5 corporation. © ABYLIGHT STUDIOS SA 2016 LICENSED BY © LOCOMALITO AND GRYZOR87 2016 JAPAN REGION PUBLISHED BY FLYHIGH WORKS
©2017 Nintendo / GREZZO
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レイトン ミステリージャーニー
カトリーエイルと大富豪の陰謀

Hey! ピクミン
メーカー名 任天堂

ジャンル タッチアクション
発売日 2017年7月13日

メーカー名 レベルファイブ

価格 5378円
［税込］

ステージクリアを目指してピクミン投げまくり

ジャンル ナゾトキ・ファンタジーアドベンチャー
発売日 2017年7月20日

価格 4800円
［税込］

レイトン教授の娘カトリーが怪事件に挑む

人気ゲーム『ピクミン』の横スクロ

メーカー名 イマジニア

発売日 2017年7月20日

ナゾをシリーズ最多数収録し、 有村

ドラゴンクエストⅪ
過ぎ去りし時を求めて

学習効果と機能性を備えた実践的漢検対策ソフト

ジャンル RPG

発売日 2017年7月29日

大人気RPGシリーズが挑む、
“新たな原点”

漢検１級〜10級に対応する漢検対
策ソフト。書籍24冊相当の内容を収
録し、 実際に出題された過去問題を
使って本番同様の合否シミュレーシ
ョンが可能。 間違えた問題を登録し
ての復習機能や分野ごとの学習など、
高い学習効果が期待できる。

すみっコぐらし

ここ、どこなんです？

メーカー名 日本コロムビア

メーカー名 レイニーフロッグ

ジャンル すみっコミュニケーション
発売日 2017年7月20日

価格 5184円
［税込］

“すみっコ”
の探検を助けて仲良くなろう

発売日 2017年8月2日

価格 800円
［税込］

3DSが本格アニメーションスタジオに！

すみっコたちが理想のすみっこを
求めて不思議な島を探検。 探索して
秘境の入口を見つけたりアイテムを
使ったりして、 探検のお手伝いしよ
う。 ミニゲームや着せ替え、 アイテ
ム収集、 すみっコ診断などお楽しみ
モードも遊べるぞ。

ファーミングシミュレーター18
ポケット農園4
メーカー名 オーイズミ・アミュージオ
発売日 2017年7月20日

価格 4600円
［税込］

実在の農作具が登場する農園シミュレーター
農園経営者になってトラクターを
操り、 いろいろな作物を育てて農場
を拡大しよう。 農作業時は実在メー
カーの農作具が登場。 農業で得た資
金は豚や牛、 鶏などの畜産業や林業
にも投資できる。 多角経営を成功さ
せて農場のさらなる発展を目指せ！
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ジャンル RPG

発売日 2017年8月2日

異世界に召喚された少年の、真実と偽りの物語
突如、 勇者として異世界に召喚さ
れた主人公と聖獣エッポルが、 もと
の世界に戻るために打倒魔王を目指
すファンタジーRPG。酒場でキャラ
クターたちに話しかけて仲間にし、
転職で育成しよう。 仲間の好感度次
第で特別なエンディングも ……？

仲間と協力して戦うパーティ制を導
入。 前作主人公の血を引く２人の王
こうとする大神官ハーゴンを討伐す

価格 700円
［税込］

ジャンル 資格学習

発売日 2017年8月23日

3DSをスマホみたいに使って話ができる

スナックワールド トレジャラーズ
ジャンル RPG
（クロスメディアプロジェクト）

価格 5184円
［税込］

“ジャラ”
を駆使して４人で協力プレイ
コンビニやスマフォのあるファン
タジー世界を舞台に、 お宝探しの大
冒険！ アバターを作成してランダム
ダンジョンを探索。 最恐のボスと戦
い、 レアアイテムやジャラと呼ばれ
る縮小化された装備を収集しよう。
実在の玩具“ジャラ”とも連動可能！

ジャンル RPG

発売日 2017年8月10日

社会福祉士試験

価格 2800円［税込］

3DSが試験対策の強い味方に

登録したフレンドと、3DSを使っ
て電話のように音声通話をしたり、
画像つきのチャットができるコミュ
ニケーションアプリ。 友だちと話を
しながら手描きチャットをすること
も可能。 一度に音声通話またはチャ
ットできる最大人数は４人。

発売日 2017年8月10日

ケアマネジャー試験

メーカー名 メディアファイブ

ジャンル コミュニケーションソフト
発売日 2017年8月9日

べく、冒険の旅に出る。

マル合格！ケアマネジャー試験 平成29
年度版／社会福祉士試験 平成29年度版

メーカー名 スクウェア・エニックス

価格 800円
［税込］

前作
『ドラゴンクエスト』から100

子と王女の３人が、 世界を破滅に導

ドラゴンクエスト

メーカー名 ケムコ

ジャンル 農業経営シミュレーション

勇者
“ロト”
の血を引く少年少女の冒険譚

件の真相に迫る。 新たな事件、 新た

Chou2トーク

アニメーション制作ツール。 クリ
エイターも納得の豊富な機能に加え、
30フレーム／秒での安定した再生を
実現する、革命的な“ループグラフィ
ックスエンジン”を搭載。これにより、
アニメーション再生中にリアルタイ
ムでの作画が可能になっている。

クリスタレイノ

価格 918円
［税込］

年後の世界を描くシリーズ第２作は、

メーカー名 レベルファイブ

ジャンル アニメーションツール

発売日 2017年8月10日

た謎、そのすべてが明かされる！

大 人 気 RPG シ リ ー ズ の 第 11 作。
壮大な冒険に加え、 すれちがい通信
を活用したオリジナルダンジョンや、
歴代『ドラゴンクエスト』シリーズの
世界を体験できるクエストも楽しめ
る。3Dモードと2Dモードを任意に
切り替えて遊べる、新たな要素も。

インチワームアニメーション２
：BUTTERFLY

ジャンル RPG

世紀の日本と大英帝国を舞台に、 成

メーカー名 WaiS

価格 6458円
［税込］

悪霊の神々

なミステリー、 前作で語られなかっ

架純や役所広司ほか声優陣も豪華。

メーカー名 スクウェア・エニックス

価格 4104円
［税込］

すべての謎が今、解き明かされる
歩堂龍ノ介がシャーロック・ホームズ
とともに２つの国をまたぐ壮大な事

リー”が楽しめる。完全オリジナルの

題などやり込み要素満載。

ジャンル 漢字トレーニング

価格 5990円
［税込］

こる小さな怪事件を解き明かす“ハイ
スピードなコミカルナゾトキストー

などの方法でステージをクリアする。

公益財団法人 日本漢字能力検定協会
漢検トレーニング２

発売日 2017年8月3日

ドラゴンクエストⅡ

メーカー名 スクウェア・エニックス

『大逆転裁判』シリーズの続編。19

リーにバトンタッチ。 ロンドンで起

40以上あるステージやさまざまなお

メーカー名 カプコン

ジャンル 大法廷バトル

主役がレイトン教授から娘のカト

ールアクション。オリマーを操作し、
ピクミンを投げて仕掛けを動かす、
ものを運ぶ、 危険な原生生物と戦う

大逆転裁判２ -成歩堂龍ノ介の覺悟-

価格 648円
［税込］

伝説のRPGの興奮と感動を再び
日本にRPGブームを巻き起こし、
以降のRPGに多大な影響を与えた伝
説のRPG『ドラゴンクエスト』シリー
ズの、 記念すべき第１作。 伝説の勇
者“ロト”の血を引く主人公となって、
闇の覇者“竜王”を倒すため、 単身旅
に出よう。

ケアマネジャーと社会福祉士の平
成29年版試験対策ソフト。ケアマネ
ジャー版は平成26年度から28年度
の、 社会福祉士版は第27回から29
回までの試験の過去問と頻出収容単
語を収録。 すべての問題に講師によ
る回答と解説付き。

ドラゴンクエストⅢ

そして伝説へ …

メーカー名 スクウェア・エニックス

ジャンル RPG

発売日 2017年8月24日

価格 1620円
［税込］

勇者ロト三部作、ここに堂々の完結！
『ドラゴンクエスト』
シリーズ第３作。
戦士オルテガの子どもである主人公
は、16歳の誕生日に国王より魔王バ
ラモス討伐の使命を告げられる。 キ
ャラクターメイキングと転職システ
ムの導入により、 戦闘と育成の自由
度、戦略性が大幅アップ。

©2017 Nintendo ©Imagineer Co., Ltd.「漢字検定」
「漢検」
「いちまる」は公益財団法人日本漢字能力
検定協会の登録商標です。 ©2017 San-X Co., Ltd. ©2017 NIPPON COLUMBIA CO., LTD.
Farming Simulator 18 © 2017 GIANTS Software GmbH. Published and distributed in Japan
by Intergrow Inc. under license of GIANTS Software and Focus Home Interactive. Farming
Simulator, GIANTS Software and its logos are trademarks or registered trademarks of GIANTS
Software. Focus, Focus Home Interactive and its logos are trademarks or registered trademarks
of Focus Home Interactive. All manufacturers, agricultural machinery, agricultural equipment,
names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks
and/or copyrighted materials of their respective owners. The agricultural machines and
equipment in this game may be different from the actual machines in shapes, colours and
performance. Challenger® is a registered trademark of Caterpillar Inc. and is used under licence
by AGCO. Challenger®, Fendt®, Massey Ferguson® and Valtra® are worldwide brands of
AGCO. All rights reserved. All other names, trademarks and logos are property of their respective
owners. ©2017 LEVEL-5 Inc. © 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
All Rights Reserved. ©2016-2017 Flat Black Films Inc. Licensed to and published by Rainy
Frog LLC. ©2013-2017 KEMCO/Hit-Point ©CAPCOM CO., LTD. 2017 ALL RIGHTS
RESERVED. ©WaiS CO.,LTD. ©2017 LEVEL-5 Inc. © 1986,2017 ARMOR PROJECT/
BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved. © 1987, 2017
ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
©2017 media5 corporation. © 1988, 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE
CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
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キッドトリップ RUN!
メーカー名 レイニーフロッグ

ジャンル アクション

発売日 2017年8月30日

メーカー名 ケムコ

価格 500円
［税込］

謎の島を駆け抜けるノンストップアクション

ジャンル RPG

発売日 2017年9月6日

メーカー名 Collavier

１台で２人同時に遊べる密着型パズルゲーム

価格 600円
［税込］

ココポロが敵を叩いて、逃げて、食べさせる

１台の3DSで２人で遊べる『密着

ココポロを操作して敵を叩いて注

意を引きつけて、 敵を食べる仕掛け

ョン。 操作はジャンプと石を投げる

アの物語。 バトルは敵シンボルとの

大きくしていくというもの。 ２人で

最速クリアを目指すタイムアタック、

ライストとゴーレムのダウトゥール。
そして彼らが救った王女リシュティ

価格 6998円
［税込］

マル合格！行政書士試験
平成29年度版
ジャンル 資格学習

発売日 2017年9月13日

発売日 2017年9月27日

Newニンテンドー3DS専用

メーカー名 日本マイクロソフト

価格 5390円
［税込］

30年以上愛されつづける、推理アドベンチャー

発売日 2017年9月14日

武器も防具も家もお城も、世界も全部手作り！

30年前の事件を引き金に、新宿に
再び激動が走る。 謎の屋敷で起きた
ホームレスの事故死を発端に、 神宮
司三郎が新たな事件に挑む長編シナ
リオを収録。 加えて、 伝説の作品と
評される携帯アプリ版短編シナリオ
４作品、新シリーズ１作を収録。

お絵かきパズル Pic-a-Pix

価格 3888円
［税込］

メーカー名 レイニーフロッグ

メーカー名 任天堂

価格 500円
［税込］

カラフルなロジックパズルが150問
数字をヒントにマスをぬってイラ
ストを完成させる、ロジックパズル。
制限時間がなく、 ヒント機能を備え
ているため、 初心者でものんびり気
軽にカラフルなパズルを楽しめる。
パズルのサイズは５×５マスから20
×20マスが用意されている。

ジャンル アクション

発売日 2017年9月15日

発売日 2017年10月11日

定番のカードゲームを２人で１台の3DSで

価格 5378円
［税込］

サムス・アランの目的は、メトロイドの殲滅！
ゲームボーイ版『メトロイドⅡ』の
フルリメイク。 バウンティハンター
“サムス・アラン”となって、球体に変
形するモーフボール、 敵を氷らせる
アイスビームなど特殊な攻撃を駆使
しながら地下迷宮を探索し、 浮遊生
命体“メトロイド”を駆逐しよう。

価格 800円
［税込］

少年と少女と神様の、絆と友情の物語

１台の3DSで２人で遊べる『密着
対戦』シリーズのカードゲーム。“ス
ピード”はトランプを使う遊びで、一
瞬の判断力と素早く正確な動きが求
められるゲーム。 ２人で遊ぶ対戦モ
ードと、 やり込み要素満載の1人用
モードが用意されている。

ファイアーエムブレム無双

Newニンテンドー3DS専用

発売日 2017年9月28日

リヒテェルデの世界を舞台に、 主
人公エアルが獣のような姿をした神、
グリモアたちを探す旅に出るファン
タジーRPG。スキルの自由なカスタ
マイズと、 敵との距離によってダメ
ージが変化する、 距離感を重視した
バトルを楽しもう。

超人ベースボールスタジアム
～熱血ストーリー版～
メーカー名 カルチャーブレーンエクセル

ジャンル タクティカルアクション

価格 7344円
［税込］

『ファイアーエムブレム』
シリーズが
『無双』
に！

ジャンル 野球

発売日 2017年10月11日

価格 500円
［税込］

あの奇天烈超人野球に、待望のストーリーが！

ロールプレイングシミュレーショ
ン『ファイアーエムブレム』シリーズ
と、『無双』シリーズがコラボレーシ
ョン。作品の垣根を超えて
『ファイア
ーエムブレム』シリーズ人気キャラク
ターが登場する。 集結した英雄たち
と力を合わせて戦え！

マリオ＆ルイージRPG1 DX
メーカー名 任天堂

©2013-2017 Mike Burns. ©2017 Four Horses Ltd. Licensed to and published by Rainy Frog LLC. ©ATLUS ©SEGA All rights reserved. ©Spike Chunsoft Co., Ltd.
© ARC SYSTEM WORKS ©2017 Lightwood Games Ltd. Licensed to and published by Rainy Frog LLC. ©2009-2017 KEMCO/WorldWideSoftware ©2017 media5 corporation.
© 2009-2017 Mojang. MINECRAFT® is a trademark of Mojang Synergies AB. ©2017 Nintendo
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価格 500円
［税込］

全世界で爆発的にヒットした、 ク
ラフト系アクションアドベンチャー。
冒険しながら素材を集め、 あらゆる
ものを作ってみよう。 無限の資源で
物作りに専念できるクリエイティブ
モードと、 知恵を武器に生き残るサ
バイバルモードを楽しめる。

メトロイド サムスリターンズ

空のフォークロア
ジャンル RPG

メーカー名 コーエーテクモゲームス

ジャンル アクション アドベンチャー

ードの３つのモードが楽しめる。

メーカー名 ケムコ

資格試験対策ソフト『マル合格！』
シリーズの行政書士試験平成29年版。
平成26年から28年度までの過去問
題と頻出重要用語を収録。 すべての
問題は講師による回答と解説付き。
短時間の学習で得点アップが期待で
きるモードも満載。

Minecraft:
New Nintendo 3DS Edition

メーカー名 アークシステムワークス

Newニンテンドー3DS専用

メーカー名 Collavier

ジャンル 対戦ボードゲーム

資格試験対策が、場所を選ばすどこでも手軽に

お宝を集めるトレジャー＆レシピカ

素も用意されている。

密着対戦スピード

価格 2800円
［税込］

に誘導して倒そう。 キャラクターご
との物語を体験できるストーリー、

遊ぶ対戦モードや１人用やり込み要

続攻撃し、連携を発動させよう。

シリーズ２作目の舞台は、 世界樹
を目指して集う冒険者で賑わう、 湖
畔の街オーベルフェ。 今作では冒険
者の職業に“ケンカク”など５種が加
わり、 全15種類に。 また新要素“サ
ブクラス”の追加により、職業の兼業
が可能になっている。

探偵 神宮寺三郎
GHOST OF THE DUSK

ルのルールは同じ数の数字を隣同士
に移動させて合成し、 どんどん数を

接触でスタート。 仲間で同じ敵を連

メーカー名 メディアファイブ

『世界樹』
のダンジョンRPG第２弾
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発売日 2017年10月11日

対戦』シリーズのパズルゲーム。パズ

メーカー名 アトラス

発売日 2017年8月31日

価格 500円
［税込］

グラトリュードを求めて旅する、 ク

世界樹と不思議のダンジョン2

ジャンル 推理アドベンチャー

ジャンル アクション

らの脱出を目指し、 障害物や野生動

人公はまさにノンストップ！

発売日 2017年8月31日

ゴー！ゴー！ココポロ3D
メーカー名 スターサイン

どんな望みも叶えるという秘宝レ

攻撃のみ。 オートで進みつづける主

発売日 2017年9月6日

発売日 2017年9月27日

バトルのカギは、敵も味方も
“連携”
が握っている

物をときにはかわし、 ときには倒し
ながらひた走る横スクロールアクシ

ジャンル パズル

ジャンル 対戦ボードゲーム

価格 800円
［税込］

謎の島に不時着した主人公が島か

ジャンル ダンジョンRPG

Newニンテンドー3DS専用

密着対戦2048

シンフォニーオブエタニティ

Newニンテンドー3DS専用

密着対戦ピクプレ
メーカー名 Collavier

ジャンル ブラザーアクションRPG
発売日 2017年10月5日

秘打と魔球でおなじみ
『超人ベース
ボールスタジアム』に、ストーリーモ
ードが追加！ 熱血野球少年ハヤトた
ちが神技をひっさげ世界大会に出場。
決勝戦の相手、 大会３連覇中のキン
グオリンピアコスとの勝負の行方は？
そして、その先に待つのは …… !?

価格 5378円
［税込］

マリオとルイージ、そしてクリボーが立ち上がる！
2003年に発売されたシリーズ第
１作のフルリメイク。 魔女に奪われ
たピーチ姫の声を取り戻すため、 マ
リオとルイージが旅に出る。 立ちは
だかる困難は、 兄弟の絆で乗り越え
ろ！ そして新たにクリボーが主役の
物語
『クッパ軍団RPG』
も追加！

ジャンル 対戦ボードゲーム

発売日 2017年10月18日

価格 500円
［税込］

数字を宝石に変え、新たなロジックパズル誕生
１台の3DSで２人で遊べる
『密着
対戦』シリーズのロジックパズル。数
字パズル“ナンバープレイス”のルー
ルはそのままに、 数字の代わりに宝
石を並べてより直感的に。 ２人で遊
ぶ対戦モードだけでなく、 やり込み
要素充実の１人モードもある。

©2017 Collavier Corporation © 2017 Collavier Corporation All Rights Reserved. ©Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS ©コーエーテクモゲームスAll rights reserved. Licensed by Nintendo
©2003-2017 Nintendo Developed by ALPHADREAM © TANUKII STUDIOS LTD 2017 / CODED BY BERRIES AND CO Published and distributed by Starsign, Inc. in Japan under license
from Circle Ent. ©2012-2017 KEMCO/Hit-Point ©CultureBrain EXCEL © 2017 Collavier Corporation
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１２歳。
とろけるパズル♡ふたりのハーモニー
メーカー名 ハピネット

価格 5000円
［税込］

キュートな世界でスイーツパズルを楽しんじゃお！

ジャンル なりきりアドベンチャー
発売日 2017年11月9日

価格 5184円
［税込］

スイーツ作りを学んで、一流のパティシエになろう

コミック『１２歳。』のゲーム化第３

価格 5378円
［税込］

発売日 2017年11月30日

シリーズ集大成！“ウルトラ”
な冒険が始まる！

価格 6134円
［税込］

スマホを持って
“おでんのうせかい”
を冒険！

ニンテンドー3DSの『ポケットモ

野原家とカスカベ防衛隊のみんな

が謎の組織“オデンジャラス”に連れ

になって好きな相手とペアを組み、

るほか、 実際に作れるスイーツのレ

シリーズの伝説のポケモンや悪の組

を走って跳んで冒険しよう。 ピンチ

を体験できるアドベンチャー。 ミニ
ゲームでスイーツ作りの工程を学べ

メーカー名 タカラトミーアーツ

価格 5400円
［税込］

ゆいやらぁらたちとスーパーアイドルを目指せ

メーカー名 フリュー

発売日 2017年11月9日

メーカー名 アトラス

価格 5918円
［税込］

『アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！』
を体験！

メーカー名 バンダイナムコエンターテインメント

価格 6998円
［税込］

人類最後の希望を背負った、決断の旅

ジャンル おみせやさんごっこ
発売日 2017年11月16日

メーカー名 任天堂

価格 5724円
［税込］

あこがれのお店がいっぱい！

2009年にニンテンドーDSで発売
された『STRANGE JOURNEY』が、
新システム、 新ダンジョン、 新キャ
ラクターを含む大幅な追加要素とと
もにフルリメイク。 南極に出現した
亜空間“シュバルツバース”を進み、
人類滅亡の運命を回避しろ！

Girls Mode 4 スター☆スタイリスト

価格 5378円
［税込］

お客様のオシャレも夢もプロデュース！
セレクトショップの店長になって、
お客様をオシャレにプロデュースす
る『Girls Mode』シリーズ。コーデに
使えるアイテムは20000点以上。本
作ではヘッドホンやブレスレット・時
計、 ネイルも選ぶことができ、 さら
にコーデの幅が広がった！

プリプリちぃちゃん!!
プリプリ デコるーむ！
ジャンル おへやメーカー

発売日 2017年11月22日

発売日 2017年11月16日

価格 5378円
［税込］

かわいくて自由な
“おへやメーカー”
マンガ＆アニメ
『プリプリちぃちゃ
ん!!』
に登場するちぃちゃんと一緒に、
多彩なインテリアブロックを組み上
げて素敵なお部屋を作るゲーム。 作
ったお部屋はインターネット上でお
披露目して、 ほかのユーザーから評
価のスタンプをもらおう！

た“不思議なスマホ”が役立つ!?

進撃の巨人２～未来の座標～
メーカー名 スパイク・チュンソフト

価格 2990円
［税込］

“王泥喜 法介”
の原点がここに！

ジャンル 立体機動アクション＆クラフト
発売日 2017年11月30日

価格 6458円
［税込］

仲間を集え、壁を築け、そして駆逐しろ！

新主人公“王泥喜 法介”が登場した
『逆転裁判』シリーズ第４作目が、 ニ
ンテンドー3DSに登場！ グラフィ
ックのすべてをリファインし、 立体
視にも対応するなど3DS向けに調整
されているほか、 日本語と英語の両
方のバージョンが楽しめる。

ベイブレードバースト ゴッド
メーカー名 フリュー

発売日 2017年11月23日

巨人討伐アクション第２弾。TVア
ニメ
『進撃の巨人 Season 2 』
に沿っ
た物語が展開するストーリーモード、
オリジナル兵団作成や拠点クラフト
機能が追加されたワールドモードな
ど、 すべての要素が進化。 最大４人
のマルチプレイも楽しめる。

スイキャラ スイーツ学校へようこそ！
メーカー名 フリュー

ジャンル ベイブレードバトル育成

価格 5918円
［税込］

ベイとキャラクターを育てて最強ベイブレーダーに！

ジャンル スイーツコミュニケーション
発売日 2017年11月30日

価格 5918円
［税込］

すてきなスイーツを夢見て、楽しい学校生活

ベイブレーダーの頂点を目指して
ベイバトル＆育成を楽しむシリーズ。
登場ベイ数は前作比 2.5倍に増え、
ベイのカスタマイズに加えてブレー
ダーの育成も可能に。 さらにベイの
ゴッドアビリティが再現され、 ド派
手な演出がバトルを盛り上げる！

カービィ バトルデラックス!
メーカー名 任天堂

©まいた菜穂・小学館／アニメ
「１２歳。
」
製作委員会 ©Happinet ©T-ARTS / syn Sophia ©T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / IPP製作委員会 ©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
©2017 Nintendo / syn Sophia ©2017 NIPPON COLUMBIA CO., LTD. © ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／ミラクルちゅーんず！製作委員会・テレビ東京 ©FURYU Corporation.
©BANDAI,WiZ ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. © 篠塚ひろむ・小学館／ちぃちゃんプロジェクト ©Konami Digital Entertainment
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ジャンル 法廷バトル

たまごっちたちと“おみせやさんご
っこ”を楽しもう！ 今作では３つの
お店がくっついた“ちょ〜複合店”の
“はなびハンバーガーデニングやさん”
が初登場！ 遊ぶ時間によって出会う
たまごっちや景色が変化するので、
遊ぶたびに新しい発見がある。

メーカー名 KONAMI

ジャンル わがままコーディネート

逆転裁判4

特撮テレビ番組『アイドル×戦士
ミラクルちゅーんず！』に登場するア
イドル戦士の一員になれるアドベン
チャーゲーム。 たくさんのミニゲー
ムで遊べるほか、本体のカメラで“ミ
ラクルちゅーんず！”と一緒に写真を
撮って、デコレーションすることも！

たまごっちのプチプチおみせっち
～にんきのおみせあつめました～

のときは、 いろいろなアプリが入っ

リーズ集大成にふさわしい一作だ！

メーカー名 カプコン

ジャンル アイドル戦士体験アドベンチャー

去られた！ 仲間を助けるため、しん
ちゃんになって“おでんのうせかい”

織のボスが集結！ 3DSにおけるシ

現実でもスイーツ作りを楽しめる！

『プリパラ』シリーズのキャラクター
たちが一挙登場するリズムゲーム。
素材を集めて“マイ☆ドレスデザイン”
でオリジナルコーデを作ろう。50種
の型紙は全部新作で、 作れるコーデ
は１億通り以上。 コーデはアーケー
ドゲーム『プリパラ』とも連動。

真・女神転生
DEEP STRANGE JOURNEY

候の“アローラ地方”を舞台に、 新し
い物語と遊びが楽しめるほか、 過去

シピが50種類収録されているので、

ミラクルちゅーんず！
ゲームでチューンアップ！だプン！

ジャンル おしゃれデザイン＆リズムアクション
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メーカー名 フリュー

ジャンル 横スクロールアクション

ンスター』
シリーズ最新作。温暖な気

アイドルタイムプリパラ
夢オールスターライブ！

発売日 2017年11月2日

ジャンル RPG

クレヨンしんちゃん
激アツ！おでんわ～るど大コン乱！！

エになって、 一人前に成長するまで

して新感覚パズルを楽しもう。

発売日 2017年10月26日

ウルトラムーン

弾では、“カコ”、“小日向”が初登場！

お気に入りの衣装やボイスをセット

ジャンル RPG

ウルトラサン

発売日 2017年11月17日

ケーキ屋さんで働く新米パティシ

個性豊かなおなじみの６年２組メン
バーも勢ぞろい。 カコ、 花日、 結衣

発売日 2017年10月26日

ポケットモンスター
ウルトラサン・ウルトラムーン
メーカー名 ポケモン

メーカー名 日本コロムビア

ジャンル とろけるスイーツパズル
発売日 2017年10月26日

ケーキ屋さん物語
おいしいスイーツをつくろう！

ジャンル 対戦アクション

発売日 2017年11月30日

スイーツの材料がモチーフのゆる
ふわキャラクター“スイキャラ”と一
緒に、楽しい学校生活を体験しよう。
5種類のミニゲームで遊べるほか、
スイキャラとのコミュニケーション
も楽しめる。 ゲームから生まれた新
しいスイキャラ“ペロン”も登場！

モザイクアート Fill-a-Pix
メーカー名 レイニーフロッグ

価格 5378円
［税込］

最強カービィを決める
“はちゃめちゃバトル”
さまざまなバトル競技で戦って、
最強のカービィを決める対戦アクシ
ョン。 最大4人でガチバトルやリン
ゴ集め、 ホッケーなどの競技を連続
で戦って、 総合成績でチャンピオン
を目指そう。シリーズ恒例の“コピー
能力”をどう使うかが勝負のカギだ！

ジャンル パズル

発売日 2017年12月13日

価格 500円
［税込］

数字をヒントに
“モザイクアート”
を作ろう
３×３の枠を移動させつつ、中心
にある数字の数だけ枠内のブロック
を黒にぬっていくパズルゲーム。 中
心が9なら枠内はすべて黒、中心が0
なら枠内はすべて白といった具合。
パズルを解いて、 世界の観光名所の
モザイクアートを完成させよう。

©2017 Pokémon. ©1995-2017 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. ニンテンドー3DSのロゴ･ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。 ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャー
ズ・ゲームフリークの商標です。 ©CAPCOM CO., LTD. 2007, 2017 ALL RIGHTS RESERVED. ©Hiro Morita, BBBProject, TV TOKYO ©FURYU Corporation. ©2017 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo
©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ ©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ １９９３－２０１７ © FURYU Corporation. ©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会 ©Spike Chunsoft
Co., Ltd. All Rights Reserved. ©KADOKAWA/SUNHOSEKI/T-ARTS © FURYU Corporation. ©2017 Lightwood Games Ltd. Puzzles by Conceptis Ltd. Licensed to and published by Rainy Frog LLC.
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牧場物語

メダロット クラシックス
カブトVer.／クワガタVer.

ふたごの村＋

メーカー名 イマジニア

メーカー名 マーベラス

ジャンル ほのぼの生活ゲーム
発売日 2017年12月14日

ジャンル RPG

価格 4298円
［税込］

価格 5184円
［税込］

『メダロット』
シリーズの５作品を１本に収録！

過去に発売されて好評を博した『牧

初代『メダロット』から
『メダロット

場物語 ふたごの村』のリニューアル

５』まで５作品が集結！ おもしろさ

動物がいっぱいの“ブルーベル村”と、

なプレイをサポートする新機能を搭

版。 ゲーム開始時にキャラクタータ
イプを選べるなど、遊びやすく進化。

ソード

マグナム

メーカー名 レベルファイブ

熱いロボットバトルを繰り広げろ！

魔女と勇者Ⅲ

マシンナイト

メーカー名 フライハイワークス

ジャンル アクションRPG

ジャンル アクション

価格 5184円［税込］

発売日 2017年12月27日

750体以上の妖怪が登場するマルチプレイアクション

ちび魔女を救うため、魔女と勇者がともに戦う！

発売日 2017年12月20日

メーカー名 フライハイワークス

価格 810円
［税込］

ドットの迷宮に挑む、懐かしのローグライク

ジャンル アクション

発売日 2017年12月27日

少女たちが魔法で大暴れ！ シリーズ第３弾！

発売日 2017年12月20日

各種機能を継承した
『ピクロスｅ』
シリーズ第８弾

ジャンル パーティ

発売日 2017年12月28日

価格 5378円
［税込］

シリーズ歴代のミニゲームを100本収録！

©2017 Marvelous Inc. All Rights Reserved. ©2017 LEVEL-5 Inc. © 2016-2017 Dolores Entertainment S.L. Publishing in JAPAN by COSEN
す。 ©Imagineer Co., Ltd. © RSF © Flyhigh Works © CIRCLE Ent. ©INSIDE SYSTEM ©M2 Co., Ltd. ©Flyhigh Works ©2017 Nintendo
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初代
『マリオパーティ』
から
『マリオ
パーティ10 』までに登場したミニゲ
ームは700種類以上。 本作はそのう
ち100種類を厳選して収録したミニ
ゲームのベスト版、
『マリオパーティ』
の集大成だ。 思い出を語りながら、
アツい対戦を繰り広げよう！
©2017 Jupiter ピクロスは任天堂の登録商標で

ジャンル 海洋冒険アドベンチャー
発売日 2018年3月1日

価格 5918円
［税込］

大海原を駆け、お宝求めて無人島を冒険！

自由度の高い育成や豊富なクエス
トなど、 やり込み要素満載のファン
タジーRPG。主人公フレインは使者
として異世界の大都市を訪れるが、
近郊の村が祖国の機械兵に襲われ、
その容疑をかけられる。 そんなフレ
インの前に２人の少女が現れ ……。

Battleminerz

メーカー名 レイニーフロッグ

ジャンル オープンワールドADVゲーム
発売日 2018年1月17日

映画
『ドラえもん のび太の宝島』
を
追体験できるアドベンチャーゲーム。
ノビタオーラ号に乗り込んで大海原
を駆け回り、おなじみの“ひみつ道具”
を使って宝の眠る無人島を探検しよ
う。 そのほか、 映画のストーリーに
ちなんだミニゲームも盛りだくさん！

80's OVERDRIVE

価格 500円
［税込］

広大なマップで冒険できるブロックゲーム

ジャンル レース

発売日 2018年3月14日

価格 800円
［税込］

80年代のレトロ感を味わえるレースゲーム

ブロックでできた世界で作物を育
てたり、 建物を作ったり、 動物に乗
ったりして冒険を楽しもう！ 見た目
を変えるキャラクターカスタマイズ
やテクスチャーが多数用意されてい
るほか、 最大８人で遊べるマルチプ
レイではチャット機能もあるぞ。

ジャンル パズル

発売日 2018年2月28日

80年代を感じさせるグラフィック
とBGMが用意されたレースゲーム。
賞金で車をアップグレードしていく
キャリアモード、 制限時間内に遠く
まで走るタイムアタックモードのほ
か、 好みのオリジナルステージを作
れるステージエディターモードも！
Newニンテンドー3DS専用

Back in 199564

メーカー名 レイニーフロッグ

全世界で50万ダウンロードを突破！
数字を頼りにマスに色をぬっていく
『ピクロスｅ』シリーズの第８弾。 前
作『ピクロスe7 』から機能をそのまま
引き継いで、問題を一新。 シリーズ
を重ね洗練された快適なプレイ環境
でピクロスを楽しもう！
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２つの国の間で揺れる主人公の運命は……！

リンク絵 Link-a-Pix

メーカー名 任天堂

価格 500円
［税込］

価格 800円
［税込］

シンプル操作で遊べる2Dアクショ
ンゲームシリーズ。地上・空中で前方
にダッシュ攻撃ができる新魔法“ロー
ドアタック”が追加されたほか、やり
込み要素も充実。 クリア後に遊べる
リズムゲーム“ルディミカル”は、 す
べて新曲収録で搭載されているぞ。

マリオパーティ100
ミニゲームコレクション

メーカー名 ジュピター

ジャンル パズル

発売日 2018年1月10日

メーカー名 フリュー

メーカー名 Wobbly Tooth

価格 1000円
［税込］

2Dドットのダンジョンを冒険する
アクションRPG。ダンジョン内で手
に入れた装備で能力を強化して、 奥
部に待つボスを打ち倒せ！ ゲームオ
ーバーになると途中のデータが消え
て初めからやり直しになってしまう
ので、探索は慎重に！

ピクロスe8

ジャンル RPG

8bitテイストのアクションゲーム
シリーズ３作目。 勇者＆ちび勇者＆
魔女の３人を操作して、 押し寄せる
魔物を倒していこう。 打たれ強い勇
者たちで魔女を守り、“魔物の血”を
集めて魔女の魔法を発動！ 魔王が待
つ最後のステージまで突き進め！

魔神少女 エピソード3 -勇者と愚者-

メーカー名 賈船

ドラえもん のび太の宝島

メーカー名 ケムコ

価格 400円
［税込］

妖怪を操作し、 ほかのプレイヤー
と協力してボスと戦う
『妖怪ウォッチ
バスターズ』の２作目。チェーンソー
ド、マグナムなどの新武器“トレジャ
ーギア”や、敵の動きがスローになる
“スーパーチャンスタイム”など、 新
システムを使ってカラクリ島を探検！

Bit Dungeon+

2018

載。 メダロットをカスタマイズし、

２つの村で牧場生活を楽しもう。

妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説
バンバラヤー ソード／マグナム

ニ ン テ ンド ー 3 D S オ ー ル ソ フト カ タ ロ グ

は当時のまま、 いつでもセーブ＆ロ
ードやロボトルスキップなど、 快適

作物の実りゆたかな“このはな村”の

ジャンル アクション

クワガタVer.

発売日 2017年12月21日

自然と動物に囲まれた牧場生活を始めてみよう

発売日 2017年12月16日

カブトVer.

メーカー名 メディアスケープ

価格 500円
［税込］

同じ数字同士を線でつなぐシンプルパズル
同じ色の数字同士を、 数字と同じ
数のマスでつなげていくパズルゲー
ム。 すべての数字をつなげると、 動
物、 人物やスポーツなどの個性豊か
な絵が完成するぞ。 パズルサイズは
10 × 15 〜 50 × 75 ま で 全 120 問。
自分の好きな順番で挑戦していこう！

ジャンル レトロ3Dアドベンチャー
発売日 2018年3月14日

価格 980円
［税込］

90年代的ミステリーアドベンチャー、復活！
3Dポリゴン黎明期のアドベンチャ
ーゲームを忠実に再構築した一作。
不自由なアクション、 カメラワーク
を思い出しながら謎を解き明かそう。
ゲームの調子がおかしくなったとき
は、“下画面に映るゲーム機”のケー
ブルやカードリッジを触って直そう。

©2011-2018 KEMCO/Hit-Point © 2017 Wobbly Tooth Ltd ©2018 Lightwood Games Ltd. Puzzles by Conceptis Ltd. Licensed to and published by Rainy Frog LLC. ©藤子プロ・小学館・テ
レビ朝日・シンエイ・ADK 2018 ©FURYU Corporation. ©2017, 2018 Insane Code Ltd. Licensed to and published by Rainy Frog LLC. ©Mediascape Co. Ltd. / Throw the warped code out
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フューチャーカード バディファイト
誕生！オレたちの最強バディ！
メーカー名 フリュー

メーカー名 日本コロムビア

ジャンル バディファイトシミュレーター
発売日 2018年3月15日

かわいいペットとくらそう！
わんニャン＆アイドルアニマル

価格 6458円
［税込］

『バディファイト』
シミュレーター第３弾！

価格 5184円
［税込］

アイドルアニマルたちと過ごす夢のペットライフ！

TCG『フューチャーカード バディ

剣と鞭で戦うレトロスタイルアクション
悪魔と錬金術師を憎む東洋の退魔

発売日 2018年8月2日

価格 5378円
［税込］

おバカなゲームをゴージャス300本盛り！
クセになるプチゲームがたくさん

士“斬月”を操作して、 魑魅魍魎が潜

収録された、
『メイド イン ワリオ』

トを繰り広げるオリジナルストーリ

どいろいろなペットを飼える！ ペッ

り、 その特性を活かすことが攻略の

いう、“ゴージャス”の名前どおりの

わんニャンどうぶつ病院
ペットのお医者さんになろう！
メーカー名 日本コロムビア

わんニャン、 ハリネズミ、 フェレッ
ト、 ミニブタ、 カワウソ、 アヒルな

価格 5184円
［税込］

ケガや病気のペットを救う素敵な獣医さんに！

たのしく・おもしろく 漢検小学生
ジャンル 学習ソフト

発売日 2018年4月19日

メーカー名 ポケモン

価格 4860円
［税込］

楽しく
“漢検”
合格！ 書く・読む・遊ぶ・調べるを１本で！

今度のピカチュウは名探偵！

ジャンル パズル

発売日 2018年4月25日

メーカー名 日本コロムビア

価格 700円
［税込］

『ピクロス』
にサンリオのキャラクターがやってきた！

価格 5184円
［税込］

あこがれの美容師になってお仕事体験！
女の子に人気の“美容師”のお仕事
を疑似体験。 シャンプー、 カット、
パーマなどの基本的な仕事に加えて、
ヘアスタイルを作るテクニックもミ
ニゲームで学べる。 髪の長さやカッ
トの仕方などを組み合わせて、 マイ
ヘアスタイルを作ってみよう。

ザ・デッドヒートブレイカーズ

発売日 2018年6月8日

価格 5378円
［税込］

回転寿司を食べまくって皿をぶつけろ！
回転寿司のレーンを流れてくる皿
の色が同じ寿司をそろえていく、 ユ
ニークなルールのアクションパズル。
積み上げた皿を対戦相手にぶつけて、
敵の体力をゼロにすれば勝ち。 いろ
いろなスキルを持つパートナー“スシ
ガミ”の収集＆育成も楽しめるぞ。

進め！ キノピオ隊長
ジャンル 箱庭アドベンチャー
発売日 2018年7月13日

価格 4298円
［税込］

キノピオ隊長が主役の箱庭探索アドベンチャー

発売日 2018年4月26日

Wii Uで発売された
『進め！キノピ
オ隊長』
が、新ステージや新要素を追
加してパワーアップ！ 仕掛けが詰ま
ったミニチュアコースをぐるぐる見
回して、隠されたお宝を探し出そう。
タッチ操作や立体視にも対応してい
て、より直感的に楽しめるぞ。

世界樹の迷宮X（クロス）
メーカー名 アトラス

ジャンル バトルタワーディフェンス

価格 5378円
［税込］

近未来の荒野で開拓地を守るヒーローになれ！
謎の宇宙岩石生命体から開拓地を
守る新感覚ゲーム。 ガンナーを配置
して敵を迎え撃つ“アクションタワー
ディフェンス”と、レースをしながら
敵に体当たりで攻撃する“バトルレー
ス”の、２つのパートで戦おう。その
ほかミニゲームもたくさん遊べる！

©bushiroad All Rights Reserved. ©相棒学園2017／テレビ愛知 ©FURYU Corporation. ©2018 NIPPON COLUMBIA CO., LTD. ©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc./
GAME FREAK inc. Developed by Creatures Inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon・名探偵ピカチュウは、任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。ニンテンドー3DSのロゴ・ニン
テンドー3DSは任天堂の商標です。 ©2018 NIPPON COLUMBIA CO., LTD. ©2018 NIPPON COLUMBIA CO., LTD.
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ジャンル アクションパズルゲーム

『サンリオキャラクターズ』を題材に
したピクロスが登場。 ピクロスをク
リアしてイラストを完成させると、
ご褒美のかわいいシールをゲット。
集めたシールで画面をかわいくデコ
って、 自分だけのオリジナル背景で
ピクロスを楽しもう！

メーカー名 任天堂

ジャンル なりきりアドベンチャー

る瞬間アクションに挑戦してみよう！

メーカー名 任天堂

失踪した父親を探すためライムシ
ティを訪れた主人公ティムは、 父親
の元相棒で自称“名探偵”のピカチュ
ウと出会う ……。 映画さながらの展
開が繰り広げられるアドベンチャー
ゲーム。 ピカチュウと一緒に、 待ち
受ける事件の謎を解明していこう！

美容師デビュー物語
トップスタイリストをめざそう！

ボリューム。 １プレイ数秒で楽しめ

超回転 寿司ストライカー
The Way of Sushido

遊んで楽しみながら漢検合格を目
指せる学習ソフト。 過去問を中心に
書く・読む学習はもちろん、 ６つの
ミニゲームで遊んでいるうちにバッ
チリ勉強できる！ 漢検10級〜2級ま
で対応しているので、 小学生だけで
なく大人でも十分に学習できるぞ。

メーカー名 ジュピター

価格 5378円
［税込］

方が物語の結末にも影響を与える。

シリーズ最新作。 遊べるゲームの数
は定番から新作まで合計300種類と

メーカー名 任天堂

サンリオキャラクターズピクロス

ジャンル シネマティックアドベンチャー

カギになるほか、 仲間との向き合い

投稿し、フォロワーを増やそう。

『わんニャンどうぶつ病院』シリーズ
の第４弾。 犬と猫を主に扱う動物病
院の新人獣医師となって、 日々のお
仕事をミニゲームとして体験しつつ、
一人前を目指そう！ シリーズ初の要
素として、 自分自身のペットを育て
られるようになった。

名探偵ピカチュウ

む悪魔の城に挑む2Dアクション。物
語のなかで出会った人物が仲間にな

ト動画を撮影してゲーム内のSNSに

メーカー名 小学館

ジャンル なりきりアドベンチャー
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価格 980円
［税込］

験できるシリーズの第２弾。 人気の

キャラクターとの熱いファイトも！

発売日 2018年3月29日

発売日 2018年5月24日

メーカー名 任天堂

ジャンル 瞬間アクション

ファイト』を題材としたシリーズ。ゲ

ーが楽しめる。 アニメでおなじみの

発売日 2018年3月23日

ジャンル アクション

あこがれのペットとの暮らしを体

ーム独自の主人公
（プレイヤー）とバ
ディが登場し、 白熱のカードファイ

発売日 2018年3月15日

メイドインワリオ ゴージャス

メーカー名 インティ・クリエイツ

ジャンル どうぶつコミュニケーション
発売日 2018年4月5日

Bloodstained:
Curse of the Moon

ジャンル 3DダンジョンRPG
発売日 2018年8月2日

価格 6998円
［税込］

『世界樹の迷宮』
シリーズがクロスオーバー
キャラクターとパーティを自由に
作って3Dダンジョンを探索する
『世
界樹の迷宮』
シリーズ。今作は新職業
“ヒーロー”が追加されているほか、
シリーズの人気職業や洗練されたシ
ステムがクロスオーバーした完全新
作。シリーズ最大級の冒険に挑め！
©小学館 ©公益財団法人 日本漢字能力検定協会「漢字検定」
「漢検」
「いちまる」は公益財団法人日本漢字能力検定協会の登録商標です。
「いちまる」
イラストKaorimix
©2018 Jupiter ©'76,'79,'82,'88,'89,'93,'96,'01,'05,'07,'13,'18 SANRIO (H) ピクロスは任天堂の登録商標です。 ©2018 Nintendo ©ArtPlay, Inc. / ©INTI CREATES CO., LTD.
© 2018 Nintendo Co-Developed by indieszero Co.,Ltd. ©2014 - 2018 Nintendo ©ATLUS ©SEGA All rights reserved ©2018 Nintendo Co-developed by INTELLIGENT SYSTEMS
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● ニンテンドープリペイドカードは、有料のダウンロードソフト
などを購入できるプリペイドカードです。当社指定のネット
ワークサービスでご利用いただけます。
● 利用可能なサービスの一覧は、任天堂ホームページ
ｈttps://www.nintendo.co.jp/prepaidcard/list/
をご覧ください。

日本国内専用

禁無断転載
MADE IN JAPAN

ご 購 入・ご 利 用 の 際 は 、利 用 者 ご 本 人 ま た は 保 護 者 の 方 が
下 記 の 注 意 事 項 を よ く ご 確 認 く だ さ い。
● 本品は、
お買い上げ後に有効化され、
ご利用可能な状態に ● ご利用の際は、当社指定のネットワークサービスに関わる
なります。
利用規約に同意していただく必要があります。
● ご利用にあたっては、当社指定のネットワークサービスに ● 法令に定める場合を除き、再発行・返金・補償・登録後の
対応したゲーム機本体とインターネット環境が必要です。
譲 渡などはできません。また、購入されたコンテンツの
● 購入されるコンテンツによっては、周辺機器が別途必要な
返品・返金・換金および 譲渡はできません。
場合があります。
● ゲーム 機 本 体 や ネットワーク サービ スの 機 能 に より、
● 登 録され た 残 高は、他 の ゲーム機 本体やユーザー (アカ
お 子 様 によるコンテンツの 購 入など を 制 限 で きます。
ウント)へ分 割・移 動・共 有はで きません。(当 社 指 定の
くわしくは任天堂ホームページをご 覧ください。
方法を除く)
ht tps://w w w.nintendo.co.jp/

任 天 堂 サ ポ ートサ イト

h t t p s : // w w w . n i n t e n d o . c o . j p / s u p p o r t /

残高の追加（チャージ）方法やQ&Aをご覧いただけるほか、インターネットからのお問い合わせも受け付けております。
〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1

責任編集
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