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報道関係者各位 
    

2013201320132013 年家庭用ゲームソフトメーカー別販売金額ランキング年家庭用ゲームソフトメーカー別販売金額ランキング年家庭用ゲームソフトメーカー別販売金額ランキング年家庭用ゲームソフトメーカー別販売金額ランキング 1111 位位位位※※※※    

バンダイナムコゲームス「東京ゲームショウバンダイナムコゲームス「東京ゲームショウバンダイナムコゲームス「東京ゲームショウバンダイナムコゲームス「東京ゲームショウ 2012012012014444」ブース紹介」ブース紹介」ブース紹介」ブース紹介    
出展社出展社出展社出展社中最大小間数中最大小間数中最大小間数中最大小間数＆タイトル数で幅広い層に向けて＆タイトル数で幅広い層に向けて＆タイトル数で幅広い層に向けて＆タイトル数で幅広い層に向けて 60606060 作品以上作品以上作品以上作品以上出展出展出展出展    

～～～～ステージショーやフォトスポットが盛りだくさん・アプリのアイテムがもらえる特典コードの公開やライブ配信も実施～～～～    
    
 

株式会社バンダイナムコゲームス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大下聡）は、2014 年 9 月 18 日（木）～
21 日（日）（18 日、19 日 ビジネスデイ／20 日、21 日 一般公開）に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ 2014」
に出展します。 
 
■『劇場』をテーマに、出展社中■『劇場』をテーマに、出展社中■『劇場』をテーマに、出展社中■『劇場』をテーマに、出展社中最大最大最大最大小間数小間数小間数小間数＆タイトル数で出展＆タイトル数で出展＆タイトル数で出展＆タイトル数で出展    

2013 年の家庭用ゲームソフトメーカー別販売金額ランキングで 1 位（※エン
ターブレイン社発行「ファミ通ゲーム白書2014」）のバンダイナムコゲームスは、
自社の強みを最大限生かし、今回も数多くのキャラクターをさまざまなプラット
フォームへ向けた多彩なタイトルで、出展社中最大小間数、60 作品以上のタイ
トル数で出展します。ワクワクが詰まった“劇場”をテーマとし、各タイトルをスター
に見立て、来場者へ魅せるブース展開をいたします。 
 
■ステージやフォトスポット、ライブ配信で■ステージやフォトスポット、ライブ配信で■ステージやフォトスポット、ライブ配信で■ステージやフォトスポット、ライブ配信で、、、、お越しいただいた方もそうでない方にも楽しんでいただける仕掛けを用意お越しいただいた方もそうでない方にも楽しんでいただける仕掛けを用意お越しいただいた方もそうでない方にも楽しんでいただける仕掛けを用意お越しいただいた方もそうでない方にも楽しんでいただける仕掛けを用意    
    当社ブースはステージでのトークイベントなどのショー、6 メートルを超えるキャラクターの立体展示といったフォトスポッ
トもご用意し、お客様がさまざまな形でお楽しみいただけます。また、You Tube でのライブ配信、ブース内のニコ生スタジ
オからの「ニコニコ生放送」の配信も実施。会場にお越しいただけないお客様にも、ブースの熱気や臨場感を楽しんでい
ただきたいと考えています。 
    
■タイトルの見どころ■タイトルの見どころ■タイトルの見どころ■タイトルの見どころと主なラインアップと主なラインアップと主なラインアップと主なラインアップ    （次頁に主なラインアップの概要を記載）    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、一般公開日にはステージにて「ONE PIECE トレジャークルーズ」「SD ガンダム ジージェネレーションフロンティア」
「ドリフトスピリッツ」「テイルズ オブ アスタリア」など人気アプリゲームのアイテムがもらえる特典コードも公開します。詳細
はバンダイナムコゲームスの東京ゲームショウ特設ページをご覧ください。 

幅広いお客様に向けた多彩なラインアップで展開するバンダイナムコゲームスへ、どうぞご来場ください。 
    
【【【【バンダイナムコゲームスバンダイナムコゲームスバンダイナムコゲームスバンダイナムコゲームス    ブース出展概要】ブース出展概要】ブース出展概要】ブース出展概要】    
ビジネスデー ：9 月 18 日（木）、19 日（金） 10：00～17：00 
一般公開 ：9 月 20 日（土）、21 日（日） 10：00～17：00 
会場 ：幕張メッセ (千葉市美浜区中瀬 2-1) 
ブース ：展示ホール 4 

 

 

東京ゲームショウ特設ページ（http://tgs2014.bandainamcogames.co.jp/） 

公式facebookページ(http://www.facebook.com/bandainamcogames) 

公式twitterアカウント(@bngi876) 

 

 

 

以上 

 
PS4TM および XboxOne にも対応！ 

「「「「ドラゴンボールドラゴンボールドラゴンボールドラゴンボール    ゼノバースゼノバースゼノバースゼノバース」」」」    
 
PS4 TM にも対応！ 

「「「「GODGODGODGOD    EATEREATEREATEREATER    2222    RAGE BURSTRAGE BURSTRAGE BURSTRAGE BURST    
（（（（ゴッドイーター２ゴッドイーター２ゴッドイーター２ゴッドイーター２    レイジバースト）レイジバースト）レイジバースト）レイジバースト）」」」」    

 

PS4 TM にも対応！ 

「「「「ワンピーワンピーワンピーワンピースススス    海賊無双３海賊無双３海賊無双３海賊無双３」」」」    

人気のご当地キャラクターが 120 キャラ以上登場！ 

「「「「ご当地鉄道ご当地鉄道ご当地鉄道ご当地鉄道    ～～～～ご当地キャラと日本全国の旅ご当地キャラと日本全国の旅ご当地キャラと日本全国の旅ご当地キャラと日本全国の旅～～～～」」」」    
    
藤子・F・不二雄 生誕 80 周年記念、商品！ 

「「「「藤子・藤子・藤子・藤子・FFFF・不二雄キャラクターズ・不二雄キャラクターズ・不二雄キャラクターズ・不二雄キャラクターズ        
大集合！ＳＦドタバタパーティー！！大集合！ＳＦドタバタパーティー！！大集合！ＳＦドタバタパーティー！！大集合！ＳＦドタバタパーティー！！」」」」    

 
『ゴジラ』生誕 60 周年＆ハリウッド版新作映画公開記念！ 

「「「「ゴジラゴジラゴジラゴジラ----GGGGODZILLAODZILLAODZILLAODZILLA----」」」」    

シリーズ WW 出荷本数 1,600 万本超！ 

「「「「テイルズテイルズテイルズテイルズ    オブオブオブオブ    ゼスティリアゼスティリアゼスティリアゼスティリア」」」」    
 
待望の新作が登場！ 

「「「「ガンダムブレイカー２ガンダムブレイカー２ガンダムブレイカー２ガンダムブレイカー２」」」」    
 

家庭用シリーズ出荷本数 800 万本超！ 

「「「「太鼓の達人太鼓の達人太鼓の達人太鼓の達人    特盛り！特盛り！特盛り！特盛り！」」」」    

【１】【１】【１】【１】最新ハード機対応タイトル！最新ハード機対応タイトル！最新ハード機対応タイトル！最新ハード機対応タイトル！    【２】【２】【２】【２】今が旬今が旬今が旬今が旬のののの話題タイトル！話題タイトル！話題タイトル！話題タイトル！    【３】【３】【３】【３】人気シリーズ人気シリーズ人気シリーズ人気シリーズのののの最新作！最新作！最新作！最新作！    

etc etc etc 



（参考資料）（参考資料）（参考資料）（参考資料）バンダイナムコゲームスの主なラインアップバンダイナムコゲームスの主なラインアップバンダイナムコゲームスの主なラインアップバンダイナムコゲームスの主なラインアップの概要の概要の概要の概要    

【１】最新ハード機、【１】最新ハード機、【１】最新ハード機、【１】最新ハード機、「「「「PlayStationPlayStationPlayStationPlayStation(R)(R)(R)(R)４４４４」」」」やややや「「「「XboxXboxXboxXbox    OneOneOneOne」」」」対応タイトル対応タイトル対応タイトル対応タイトル！！！！                                                                                                                                                                                                                                            

「ドラゴンボール「ドラゴンボール「ドラゴンボール「ドラゴンボール    ゼノバース」ゼノバース」ゼノバース」ゼノバース」    

（（（（PSPSPSPS4444・・・・PS3PS3PS3PS3・・・・Xbox OneXbox OneXbox OneXbox One・・・・Xbox 360Xbox 360Xbox 360Xbox 360／／／／発売時期発売時期発売時期発売時期未定未定未定未定／価格未定）／価格未定）／価格未定）／価格未定）    

これまでの『ドラゴンボール』ゲームを超える「発想」と「表現」で、『ドラゴンボール』

の魅力的な世界に浸れるアクションゲーム。“80 年代～90 年代のアニメを今の時代

でビジュアル化する”をコンセプトに、セルアニメ表現を刷新。表情や衝撃、発光など、

最新ハード機だからこそできる圧倒的な表現とアクションで“真のドラゴンボール体

験”を実現します。 
※PS4 での試遊出展となります 

 

「「「「GOD EATER 2GOD EATER 2GOD EATER 2GOD EATER 2    RAGE BURSTRAGE BURSTRAGE BURSTRAGE BURST（ゴッドイーター（ゴッドイーター（ゴッドイーター（ゴッドイーター２２２２    レイジバーストレイジバーストレイジバーストレイジバースト）」）」）」）」    

（（（（PSPSPSPS    VitaVitaVitaVita・・・・PS4PS4PS4PS4／／／／発売時期発売時期発売時期発売時期未定未定未定未定／／／／価格未定価格未定価格未定価格未定））））    

重厚でドラマティックなストーリーとハイスピードな爽快アクションに定評のあるドラマ

ティック討伐アクションゲーム『GOD EATER（ゴッドイーター）』シリーズの最新作。累

計出荷本数は 245 万本を突破、これまでポータブルゲーム機で展開してきた本シリ

ーズが初めて家庭用据え置き機の PS4 に対応します。 
※PS Vita での試遊出展となります 

    

「「「「ワンピースワンピースワンピースワンピース    海賊海賊海賊海賊無双無双無双無双３３３３」」」」（（（（PS4PS4PS4PS4・・・・PS3PS3PS3PS3・・・・PSPSPSPS    VitaVitaVitaVita／／／／発売時期発売時期発売時期発売時期未定／価格未定未定／価格未定未定／価格未定未定／価格未定））））    

国民的人気作品『ONE PIECE（ワンピース）』と爽快感あふれるアクションが楽しめ

る『無双』シリーズとのコラボレーション最新作が『ONE PIECE』ゲーム史上初・最新

ハード機 PS4 で登場します。無数の敵をなぎ倒すバトルの爽快感をベースに、

『ONE PIECE』の物語の始まりから最新エピソードまで数々の名場面を追体験でき

ます。開発は株式会社コーエーテクモゲームスが手掛けます。 
※映像およびステージ出展となります 

    

【２】今が旬の話題タイトル！【２】今が旬の話題タイトル！【２】今が旬の話題タイトル！【２】今が旬の話題タイトル！                                                                                                                                             

 

「「「「ご当地鉄道ご当地鉄道ご当地鉄道ご当地鉄道    ～～～～ご当地キャラと日本全国の旅ご当地キャラと日本全国の旅ご当地キャラと日本全国の旅ご当地キャラと日本全国の旅～～～～」」」」（（（（ニンテンドーニンテンドーニンテンドーニンテンドー3DS3DS3DS3DS・・・・Wii UWii UWii UWii U／／／／    

11111111 月月月月 27272727 日発売予定日発売予定日発売予定日発売予定／／／／3DS3DS3DS3DS 版：版：版：版：5,2105,2105,2105,210 円円円円++++税・税・税・税・Wii UWii UWii UWii U 版：版：版：版：6,1706,1706,1706,170 円円円円++++税税税税））））    

日本全国を子供から大人まで人気のご当地キャラクターと一緒に鉄道で旅するすごろ

く型のボードゲーム。バリィさん（愛媛県）、さのまる（栃木県）をはじめ、全国各地のご

当地キャラクターが 120 キャラ以上勢揃い。遊ぶだけで日本各地への理解が深まるお

茶の間の定番ボードゲームとして、ファミリー層を中心に幅広いお客様に提供します。 
※ビジネスデイは映像出展・一般公開日はステージおよびファミリーコーナーでの試遊出展となります 

 

「「「「藤子・藤子・藤子・藤子・FFFF・不二雄キャラクターズ・不二雄キャラクターズ・不二雄キャラクターズ・不二雄キャラクターズ    大集合！大集合！大集合！大集合！SFSFSFSF ドタバタパーティー！！ドタバタパーティー！！ドタバタパーティー！！ドタバタパーティー！！」」」」（（（（ニンテンドニンテンドニンテンドニンテンド

ーーーー3DS3DS3DS3DS・・・・Wii UWii UWii UWii U／／／／11111111 月月月月 20202020 日発売予定／日発売予定／日発売予定／日発売予定／3DS3DS3DS3DS 版：版：版：版：5,6905,6905,6905,690 円円円円++++税・税・税・税・Wii UWii UWii UWii U 版：版：版：版：6,6406,6406,6406,640 円円円円++++税）税）税）税）    

藤子・F・不二雄生誕 80周年を迎えたアニバーサリーイヤーに発売するドタバタパー

ティーゲーム。ドラえもん、パーマン、コロ助などのキャラクターがゲームでは史上

初・夢の共演を果たします。先生のマンガ作品を読んで育ってきた 30～40 歳男性を

中心に、世代を越えて愛されているキャラクター達のゲームをご家族皆さんでわい

わい遊んでいただけます。 

    

「「「「ゴジラゴジラゴジラゴジラ----GGGGODZILLAODZILLAODZILLAODZILLA----」」」」（（（（PS3PS3PS3PS3／／／／12121212 月月月月 18181818 日発売予定日発売予定日発売予定日発売予定／／／／7,6007,6007,6007,600 円円円円++++税税税税））））    

特撮怪獣映画『ゴジラ』生誕60周年、およびハリウッド版新作映画『GODZILLA ゴ

ジラ』公開を記念し発売する超破壊特撮再現アクションゲーム。すべてのゴジラ・特

撮ファンのお客様にお楽しみいただくべく、日本の「特撮らしさ」を現代の技術で再

構築し“極上の特撮体験”を味わっていただきます。    

 

 

 

 

 

 



 

【３】人気シリーズ【３】人気シリーズ【３】人気シリーズ【３】人気シリーズ、最新タイトル！、最新タイトル！、最新タイトル！、最新タイトル！                                                                                                                                             

 

「テイルズ「テイルズ「テイルズ「テイルズ    オブオブオブオブ    ゼスティリア」ゼスティリア」ゼスティリア」ゼスティリア」（（（（PS3PS3PS3PS3／／／／発売時期発売時期発売時期発売時期未定／価格未定）未定／価格未定）未定／価格未定）未定／価格未定）    

2015年のシリーズ20周年を記念して発売する『テイルズ オブ』シリーズ最新作です。

本作では“ゼスティリア（Zestiria）”の語源となる“Zest（情熱・熱意）”をテーマに壮大な

ストーリーが展開。シリーズを手掛けてきた4名のデザイナーによるキャラクターデザ

インや前作でもハイクオリティと評されたufotable（ユーフォーテーブル有限会社）によ

るアニメーションムービーなど20周年の節目にふさわしい制作陣で臨みます。 

 

「ガンダムブレイカー２」「ガンダムブレイカー２」「ガンダムブレイカー２」「ガンダムブレイカー２」（（（（PS3PS3PS3PS3・・・・PSPSPSPS    VitaVitaVitaVita／／／／今今今今冬発売予定／価格未定）冬発売予定／価格未定）冬発売予定／価格未定）冬発売予定／価格未定）    

『ガンダム』シリーズのプラモデル（ガンプラ）を操作し、敵のガンプラを破壊しながらパ

ーツを奪い、自分だけのガンプラを作り上げていく創壊共闘アクション『ガンダムブレイ

カー』の最新作が登場。登場ガンプラ数は100機以上、さらに各パーツの組み合わせ

総数は100億通り以上、彩色や塗装もおこなえる圧倒的なボリュームで、まるでプロモ

デラーになった気分でカスタマイズを楽しめます。 

 

「「「「太鼓の達人太鼓の達人太鼓の達人太鼓の達人    特盛り！特盛り！特盛り！特盛り！」」」」（（（（Wii UWii UWii UWii U／／／／11111111 月月月月 20202020 日発売予定日発売予定日発売予定日発売予定／／／／5,1205,1205,1205,120 円＋税円＋税円＋税円＋税））））    

太鼓とバチを使った和太鼓リズムゲーム『太鼓の達人』シリーズの最新作です。「アナ

と雪の女王より Let It Go～ありのままで～」など最新曲・人気曲を100曲収録。また、

「ふなっしー」や「くまモン」など、さまざまなゲストキャラクターも収録しています。その

ほかWii U版ならではの皆で楽しめる新モードなど、シリーズ最大級のボリュームとな

っています。 
※ビジネスデイは映像出展・一般公開日はファミリーコーナーでの試遊出展となります 
 

※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。あらかじめご了承ください。 

※「PlayStation」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また「PS4」は同社の商標です。 

※「Xbox」「Xbox 360」「Xbox One」は米国 Microsoft Corporation および、またはその関連会社の登録商標または商標です。 

※「ニンテンドー3DS」「Wii U」は任天堂株式会社の商標です。 
※記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。 
※著作権表記中の（C）は○の中にCの表記を、商標権表記中の（R）は○の中にRの表記をいただきますようお願いいたします。 

 
「ドラゴンボール ゼノバース」 （C）バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション （C）BANDAI NAMCO Games Inc. 

「GOD EATER 2 RAGE BURST（ゴッドイーター２ レイジバースト）」 （C）BANDAI NAMCO Games Inc. 

「ワンピース 海賊無双３」 （C）尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション （C）BANDAI NAMCO Games Inc. 

「ご当地鉄道 ～ご当地キャラと日本全国の旅～」 各キャラクターの権利表記は公式ホームページをご確認ください： http://gotouchitetsudou.bngames.net  (C)BANDAI NAMCO Games Inc. 

「藤子・F・不二雄キャラクターズ 大集合！SFドタバタパーティー！！」 （C）Fujiko-Pro （C）BANDAI NAMCO Games Inc. 

「ゴジラ-GODZILLA-」 TM&（C）TOHO CO.,LTD.（C）BANDAI NAMCO Games Inc. 

「テイルズ オブ ゼスティリア」 （C）いのまたむつみ （C）藤島康介 （C）BANDAI NAMCO Games Inc. 

「ガンダムブレイカー２」 (C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS (C)創通・サンライズ・テレビ東京 

「太鼓の達人 特盛り！」 （C）BANDAI NAMCO Games Inc. 

 

 

以上 


