
№51-024（1/2） 

2005 年 8 月 3 日 

報道関係者各位 

PS2 用ソフト「太鼓の達人 とびっきり！アニメスペシャル」と 
PSP 用ソフト「太鼓の達人 ぽ～たぶる」を 8 月 4 日に同時発売 

 
株式会社 ナ ム コ 

社   長 : 石 村 繁 一       

本   社 : 東京都大田区矢口 2-1-21  

資 本 金 : 27,369,117,031円 

 
 
 
 

エンターテインメント企業の株式会社ナムコは、和太鼓ゲームでおなじみの『太鼓の達人』シリーズ最新作とし

て、プレイステーション 2 用ゲーム「太鼓の達人 とびっきり！アニメスペシャル」と、プレイステーション・ポータブ

ル（以下 PSP）用ゲーム「太鼓の達人 ぽ～たぶる」を 2005 年 8 月 4 日（木）に発売します。 

新旧人気のアニメソングを多数収録した「太鼓の達人 とびっきり！アニメスペシャル」と、PSP でいつでもどこでも

気軽に楽しめる「太鼓の達人 ぽ～たぶる」で夏から秋に向けてのお祭りシーズンを、より一層、熱く盛り上げます。 

■「太鼓の達人 とびっきり！アニメスペシャル」概要 

お子様が大好きなアニメからお父さんお母さんにもなじみのある定番アニメまで、全 40 曲を

たっぷり収録しました。またオリジナル楽曲ではアニメソングの重鎮である水木一郎さん、堀江

美都子さん、影山ヒロノブさんのほか豪華声優陣を起用。熱い歌声がゲームを最高潮に盛り上

げます。 

■「太鼓の達人 ぽ～たぶる」概要 

『太鼓の達人』シリーズ初の PSP 用ソフトで、いつでもどこでも気軽

に遊べるようになりました。J-POP を中心にアニメ、クラシックなど幅

広いジャンルの楽曲を全 38 曲収録しています。 

 なお、「通信モード」では最大 4 人までが対戦・協力プレイが可能なほ

グ」機能も搭載。「太鼓の達人 ぽ～たぶる」1 つと人数分の PSP があれ

ゲームの対戦・協力プレイをお楽しみいただけます。 

※「太鼓の達人 ぽ～たぶる」には『太鼓の達人』専用コントローラ「タタコン」はご使用

 

 

【製品概要】 

●プレイステーション 2 用ゲームソフト「太鼓の達人 とびっきり！アニメスペシャル」 

製品名 太鼓の達人 とびっきり！アニメスペシャル 

発売日 2005 年 8 月 4 日（木） 

ジャンル 和太鼓リズムアクション 

価格 4,500 円（税別）/4,725 円（税込） 

販売目標数 10 万本 

対象年齢  

表記 （C）2000 2001 2002 2003 2004 2005 NAMCO LTD.,ALL RIGHTS RESERVED.  

 

●太鼓型専用コントローラ『タタコン』+ゲームソフト「太鼓の達人 とびっきり！アニメスペシャル」同梱

製品名 太鼓の達人 とびっきり！アニメスペシャル 

発売日 2005 年 8 月 4 日（木） 

販売目標数 5 万本 

価格 6,980 円（税別）/7,32

専用コントローラ『タタ

●プレイステーション・ポータブル用ゲームソフト「太鼓の達人 ぽ～たぶる」 

製品名 太鼓の達人 ぽ～たぶる 

発売日 2005 年 8 月 4 日（木） 

ジャンル 和太鼓リズムアクション 

価格 4,800 円（税別）/5,040 円（税込） 

販売目標数 10 万本 

対象年齢  

表記 （C）2000 2005 NAMCO LTD.,ALL RIGHTS RESERVED.  

 

※プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あら

※記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 

※著作権表記中の（C）は、○の中に C の表記をして頂けますようお願いいたします。 
「 太 鼓 の 達 人  と び っ き り ！
アニメスペシャル」パッケージ
か、「ゲームシェアリン

ば、最大 4 人まで演奏

になれません。 

「太鼓の達人ぼ～たぶる」
パッケージ 
パッケージ 

9 円（税込）梱包内容：太鼓型

コン』×1 同梱パッケージ  

かじめご了承ください。 
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■プレイステーション 2 用「太鼓の達人 とびっきり！アニメスペシャル」収録曲一覧（全 40 曲） 

※他、隠し楽曲 4 曲 ※一定の条件を満たすことで出現します。 

 

■プレイステーション・ポータブル用「太鼓の達人 ぽ～たぶる」収録曲一覧（全 38 曲） 

※他、隠し楽曲 4 曲 ※一定の条件を満たすことで出現します。 

 

【『太鼓の達人』とは】 

『太鼓の達人』は、2001 年 2 月に業務用向けに発売されて以来、和太鼓という斬新なテーマと単純明快なゲーム

性、愛らしいキャラクターの演出により絶大な人気を博している音楽ゲームです。家庭用ゲームの第 1 弾としては

2002 年 10 月に「太鼓の達人 タタコンでドドンがドン」を発売しました。またゲームの枠を超えてキャラクターグッズ

やクレイアニメとしても広く知れ渡っています。 

 

以上 

曲名 曲名 

ココロのちず ONE PIECE 哀戦士 劇場版「機動戦士ガンダム II 哀 戦士篇」より 

ノーボーイ・ノークライ NARUTO  残酷な天使のテーゼ 新世紀エヴァンゲリオン 

星のかがやきよ 名探偵コナン ハッピー☆マテリアル 魔法先生ネギま! 

D-tecnoLife BLEACH 明日への闘志 リングにかけろ 1 

シュガー・シュガー わがまま☆フェアリー ミルモでポン! ちゃあみんぐ GALAXY EXPRESS 999 劇場用アニメ「銀河鉄道９９９より」 

ＤＡＮＺＥＮ！ ふたりはプリキュア Ver.Max Heart  

ふたりはプリキュア-Max Heart- 

マジンガーZ 

見えない翼 金色のガッシュベル!! 魔法使いサリー 

快晴・上昇・ハレルーヤ 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ GX ヤッターマンの歌 

魔法戦隊マジレンジャー 響け！太鼓の達人 水木一郎・堀江美都子・影山ヒロノブ 

輝 仮面ライダー響鬼 きっと もっと ずっと 水木一郎・堀江美都子・影山ヒロノブ 

Be Somewhere ロックマン エグゼ Stream 合体！ドンレンジャーロボ 水木一郎 

あじゃぱー まじめにふまじめ かいけつゾロリ リブルとラブルのマジカルファンタジー 堀江美都子 

ハム太郎とっとこうた 2005 とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ! ドリルファイター ゴーゴーDigDug 影山ヒロノブ 

プリンセスはあきらめない ふしぎ星の☆ふたご姫 かつとマリ子の絵かきうた ならはしみき 

アンパンマンたいそう それいけ！アンパンマン L・O・V・E 宍戸留美 

月光花 ブラック・ジャック ワンダーモモーイ 桃井はるこ 

ホウキ雲 焼きたて!!ジャぱん Happy & Peace 谷本貴義 

僕たちの行方 機動戦士ガンダム SEED DESTINY THE IDOLM@STER 

曲名 曲名 

ネオメロドラマティック J-POP タッチ アニメ 

花 J-POP マツケンサンバⅡ バラエティ 

ツバサ J-POP TRUTH バラエティ 

ＮＯ ＭＯＲＥ ＣＲＹ J-POP WE WILL ROCK YOU バラエティ 

未来の地図 J-POP I'm A slave 4 U バラエティ 

さくらんぼ J-POP トルコ行進曲 クラシック 

お祭り忍者 J-POP ワルキューレの騎行 クラシック 

TRAIN-TRAIN J-POP エンターテイナー クラシック 

Choo Choo TRAIN J-POP 魅惑のリズム クラシック 

夏祭り J-POP 太鼓のマーチ ナムコオリジナル

リライト アニメ ドラゴンスピリットメドレー  ナムコオリジナル

ignited -イグナイテッド- アニメ Ridge Racer ナムコオリジナル

DANZEN!ふたりはプリキュア(Ver.MaxHeart) アニメ 塊オンザロック～メインテーマ ナムコオリジナル

愛をとりもどせ!! アニメ もじぴったんメドレー ナムコオリジナル

CHA-LA HEAD-CHA-LA アニメ スクロール・ミカ ナムコオリジナル

ルパン三世のテーマ'78 アニメ 虹色･夢色･太鼓色 ナムコオリジナル

ラムのラブソング アニメ 音符の歌 ナムコオリジナル


