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コンテストに興味のないティンマン、ライオンを置いて、
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愉快なキヤラクターが大活■ :

これぞフアンタジーの未来形。

三浦洋畢が贈る、フアンタステイツク・ワールド

CD‐ROM
Mac&Win 95/31

ティンマン、ライオン、そしてかかし男……。おなじみ「オズの魔法使い」のキャラ
クターたちがCGキャラになつて大活躍! 冒険の途中で出会う、カプ君プラザー
ズなどのキャラクターも、おしゃべりで楽しませてくれま■ もちろん、いろいろ

な武器や魔法を駆使して敵と戦うバトル・モードも大興奮 ! ビデオゲームライク

な感覚も味わえる、まったく新しいタイプの3Dア ドベンチャーゲーム。

発売 :株式会社 シナジー幾何学

CD‥ROM ※2枚組
Mac&Win 95/31

大人気ソフト『イエロー・プリック・ロード』の完結編。おなじみの3人に、ヒキノバ
シやカブ王などの仲間が加わり、再びオズの国へ。西の魔女によつて水晶の中に

閉じこめられた王女グリンダを救い出せ! 前作をはるかに越えた緻密な世界設
定のもとに、一大スペクタクルが展開する。半魚人、陶器人、カブ王rJど新キャラ
クターも多数登場。2枚組CD‐ROMによる、1ギガバイトを超えた大冒険をお楽
しみ下さい。

発売 :株式会社 シナジー畿何学

CD中ROM for PC a Audio
Power mac a Wh 95

かかし男、ティンマン、ライオンがちびつ子になっちゃった! 学芸会のセットみた
いなステージで、デフォルメキヤラがジャンプしたりくるくる回つたりのダンスを

披昌。『ハラペコ月と星あつめ』のオープニングを再編集したムービーに、作詞・

歌 :さねよしいさ子、作曲 :西田正也による、あったかくてユニークなオリジナル

曲をミックス。音楽は、CDプレイヤーでも聴ける八イクオリティ・バージョン。カ

ラオケテイクも同時収録。歌と踊りを練習じこ YBRの仲間たちと一緒に遊ぼう!

発売 :株式 会 社 シナ ジー 幾 何 学 (1997年 9月 発 売 予 定 )

※掲載写真は画面から収録 したものです。

CD‐ROM
Power Mac&Win 95

おな じみ の 3人が また また始 め る大 冒険 !!

,曖 の露 台 は 、ハラベ コ月の お r3か の 中 !?

新たにストーリーを書き下ろした、待望のシリーズ最新作!! エ

メラルドの国で毎年開催さねる星あつめコンテストに出場するた

め、星を探しにでかけたかかし男。たくさんの星を手に入れてコ

ンテスト会場まで急いでいる途中、おなかをすかせたハラペコ月

にいきなリベロリと飲み込まれてしまいま■ いつまでたつても

戻つてこないかかし男をさがしに来たティンマン、ライオンもハラ

ベコ月のえじきに……。ヒミツを握つているのは、カブ王とその一

族らしいぞ!? 神経衰弱や迷路、シューテイングにバズルなど、

バリエーシヨン豊かな10種類のミニゲームが散りl」Iめらね、コミカ

ルな冒険劇を盛り上げま魂 インターネットとリンクした楽しいイ

ベント満載のイエロー・プリック・□―ド・ランドもオープン予定。

しかもシリーズ初の主題歌まで収録 ! ボーカルは、フアンタス

シ ックな曲と独特のポイスで人気のさねよしいさ子が担当。YBR
の世界にマッチした、とつてもかわいいオトボケソングで魂 こど

ももおとなも楽しめるミラクルワーリレドに足を踏みいれてみよう!

発 売 :シナジー幾 何 学 (1997年 11月 発 売 予 定 )

★インターネット対応ゲーム収録

×掲載写真は画面か ら収録 したものです。



YBRワ ールドから生きれたイメ…ジには、

CD‐ ROM以 外のメデイアでも出会うことができます。

あの3人組は、絵本や音楽CDでも大活躍 :

BK¨ROM
Mac&Win 95/31

年に一度の星くだりの夜。かかし男が、テインマンが、そしてライオンが見つけた

ものは  ? 人気CD‐ ROMソ フトIYe‖ ow BHck RoadJの 世界観をベース

に展開する、オリジナル・ストーリー。高精細フルカラーCGによる、精緻でちょつ

びリユーモラスなビジユアリレを満載。豪華絵本とCD― ROMソフトIYel10w Bnck

Road l』 がセツトになつて堂々登場。「遊ぶ喜び」と隋売む楽しさ」がひとつになつ

たBK―ROMシ リーズ第 13単 。

発 売 :株式 会 社 シ ナ ジー 幾 何 学

Music‐CD

大人気CD― ROMタイトリレ、FYe‖ ow B面 ck Road llFYellow B面 ck Road‖ :の 音

楽をまとめたイメージ・アルバム。気鋭の作曲家 西田正也によるオリジナルスコ

ア全16曲を収録。綿密に計算された曲構成と、型にはまらないスケールの大き

な音色が織りなす、サウンドスケープをお楽しみください。もうひとつの『Yelow

B面 ck RoadJの 世界がずつと鮮や力ヽ こ見えてくるはず
`

発売 :株式会社 シナ ジー幾何学

珈 |

靡



庄野田藤の作品13、 きまざまなメデイアで患づく。

20万人以上の心を幅きぶり続けたきたGADGETシ リーズも、

ついにく発縮編>を迎える !:

CD・ ROM
Mac/Win 95&31

キーワードはΠNVENT10N」 FTRAVELJそ して「ADVENTURE」。流線型の蒸気

機関車に乗り込み、情報とガジェット(機械装置)を集めよう。すべての謎が解き

明かされたときに現れる、驚くべき事実とは……? '93年 12月のリリース以来、

常にトップレベルにランキングされる驚異のロングセラー。1993マルチメディア

グランプリ通商産業大臣賞に輝く本作品は、米国MAC USER誌 でBest 50

CD―ROMs、 米国MACWORLD誌 ではBest MuLimedia Gameに 選 ばれる

など、海外でも熱い注目を浴びている。

発売 :株式 会社 シナ ジー 幾何 学

回 ■ 剛

CD・ ROM ※413m
Power Mac&Win 95

大 ヒットCD―ROM『GADGET』 が生 まれ変 わつた 1

全世 界震 撼 の く完全 版 >を、その 眼で確 かめよ !

「ホースラヴアーという科学者に接触せよ」――。一人の諜報部員が

ウエストエンド駅をあとにした。彗星の接近を警告する臨時ニュー

ス、繰り返し現われては消える謎の少年。黄銅色に輝く蒸気機関

車の行き着く先は「終末」なのか? 草輛内、プラットフオーム、科

学博物館、給水培……、残されたメッセージと託されたガジェット

を手に、科学者を探す旅は続く。次々と明かされる驚愕の事実、そ

して電磁波照射装置<センソラマ>。 過去と未来、記憶と妄想、現

実と幻覚が濃密に混じり合つたくPast as Future>の 果てにあ

るものは… ? あらゆるメデイアを席巻しつくした、壮大な叙事

詩がここに完結する。'93年 版CD― ROMデータを庄野晴彦自身の

手で完全リニューアル。全オブジェクトデータのモデイフアイのみ

ならず、新たなイベントを多数追カロし、グラフィック&ムービーは

すべて新バージヨンを収録。シナリオも大幅にカロ筆し、まったく新

しいクライマックスが用意されている。CD―ROM4枚に渡る超大

作<ガジエツト完全版>堂々登場 !

発売 :株式 会社 シナジー幾何学

★「ガジェットホームページ」オープン

lnddo Out wlul
QADQET
B00K
GADGET世界を表現した

ビジュアル・プック。描き

おろし高精細フルカラー

CG259点 を掲賊した、オー

ルカラーの豪華なアート・

ブック。

●AD●■TT"po
H…
LD/VHS
GADGE「に登場した洗脳

装置くセンソラマ>を中b
に、そこに残されたイメー

ジを幽 Lト リップ感覚

を重視した圧倒的な映像表

現を実現。

い mn― Of
OAD●口T

muslc_cD
「CADGEr Tnps/M ndscapes』

のサントラ盤にあたるアル
′ヽム。オリジナル・タイト
ルを含む17曲を収録。

A‖●VEL O「
QAD●■T
ザ・ サー ド・ フォース

B00K
『hsade oul wnh GADGET』

を背景に、新たに展開する

ストーリー。
19α

年にアメリ

カ先行発売された話題作の

翻調仮。

発売 :角川書店■ lHE日



庄野晴彦ワールドの原点に触れてみよう。

Alice、 L口ZONE、 そして・・“ 、̈

GADGETと 並ぶ超大作がやつてくる :

CD中 ROM
Mac&Win 3 1(Win 95て も動作します)

あ膊讐縮新撤孟態
1991 AVAマ ルチメデイアグランプリ通商産業大臣賞受賞。

発 売 :東芝 EMl株 式 会 社

CD¨ ROM
Mac

盲渕 鏃 骰 憫
搭載したVO1 2。 広大な世界をすみずみまで堪能できま視

発売 :株式会社 シナ ジー幾何学



知らrJし うヽちに、えいこ好き :

ゆかいななかまと楽しく事ぶエデュテインメント・ タイトル

『SeesawC(シーソーシー)』 シリーズ

CD‐ ROM
Power Mac&Win 95

合い言葉は'COOr。 子どものポップな好奇心をクリックするエデュテインメント・

レーベル、SeesawC(シ ーソーシー)英語知育シリーズ誕生 ! 第1弾は「my
favonte things一 すきなものだけえいたんこ12C「 』。対象は3歳からのヒップ

なジャパニーズ・キッズ。本場NYの キッズと楽しく遊びながら、ネイティプの英

語のリズムを身につけよう。ボップなグラフィックとクールなサウンドbl飛び出す

シーソーシー・ワールドヘようこそ。名詞120単語収録。ぬり絵単語データ付き。

発売 :株式会社愛があれば大丈夫

CD¨ ROM
Power Mac&W n96

空飛131カ エル・フロッギー“に乗つて、NYキ ッズと遊びに行こう! シリーズ第2

弾は、子供たちのお気に入リエリアを集めた『my fav。 百te places―すきなところ

でえいたんこ400-』。キッチユな単語アニメーシヨンや、エキサイティングなロッ

ク・ミュージック、人気のパコクイズなど、驚くほど楽しい機能と豊富なゲーム&
クイズが満載。town町 、SChOol学校、seaside海岸― さあ、つぎはどこへ

行く? 名詞400単語収録。カラーイラスト単語ブツク付。

発売 :株式会社 愛があれば大丈夫

CDⅢ ROM
Power Mac&Win 95

ぐるぐるまわしてえいこであそほう! シリーズ第4弾 は『magica:alphabet
cub←ぐるぐるこどもえいこずかん1000-』。こども英語1000語 を不思議な3D
サイコロに立体収納した、SeesawC特製、こども英語ビクチユア・ディクショナリ

の決定版 !! 縦にまわせばABC順、横にまわせばカテ」リーラップ。まわすた

びに新しい発見 1 世界に向けて子供の好奇心をフル回転 !《スーパニバコクイ

ズ》はいよいよ1000語 に挑戦。これができれば、こども英単語は君のもの1 莫単

語のほか、挨拶、一言集なども収録。

発売 :株式会社愛 があれば大文 夫

蹴濡潮i画5     魏
ニューアドベンチヤーゲームをiEL7120旧 もの単鵬を:NPUT
パコパコレスキユーと一緒に、難事件を解決するぞ :

シリーズ最新作は、唯―の3Dア ドベンチャーゲーム仕様、「PACO
PACO RESCUE― どうさ・ばしよ・ようすのえいたんこ―」。「/{コパ

コレスキュー」隊員たちが、NYキッズから依頼されたu14を 次々

と解決していくストーリーだ。レスキユー隊隊長は、もちろんお剛1

染みのパコ君。その他、敏腕 (美人 ?)秘書のパコリーナ、空飛ぶ

カエルのフロツギーと、心強い仲間blそ ろつているぞ。みんなが

迷い込んでいくゲームワールドは「オバケ屋敷の迷い猫」「UFO□
ポット出現 :」「SOS!ツ ボ砂漢のポポ」の3つ。全てのステージを

全間正解で完結させると、さらにポーナスストーリーを楽しむこ

とができる。それぞれのステージでは、NYキッズのアド′(イ スを

よ一つく聞いて、事件を解決していこう。このアドバイスをしっかり

聞けば、事件を解決できるだけでなく、動詞・形容詞・前置詞など

覚えにくい単語120語もが、感覚的にすんなり覚えられるはす。付

録として、英単語を覚えた単語の復習にもなるスゴロク付き。

発売 :株式会社 愛 があれば大文夫



最新のビジュアルと共に観活した鉄人と

プレーヤーをシンクロさせるサウンドが日生。

Tetsuiin RETURNSは 、道化しつづける……。

CD‐ROM
Wln 95専 用

名作 +新作 〓プ レミアム・ パー ジヨン

2枚組 でもお求 めやすい価格 で新重場 :

3種類のゲーム・モードと181密 に練られたシ九リオ、そして驚愕の

超リアリレCGが融合した3Dアクション・シユーティングゲームの名

作『鉄人リターンズ』に、スペシャルムービー・ディスク『ATMOS
TETSU」 :N Re‐ Mix』 がついたプレミアム・バージョン登場 !!

究極の破壊兵器・鉄人は、開発したマッドサイエンティストたちを

倒し、自らの意識を消して宇宙空間を街復していた。だbi、 その驚

異的な戦闘能力に注目した国家組部 CRは、鉄人のボディを回収、

極秘計画を始動する。同じころ、月面ハイウェイの事故で瀕死の重

傷を負つたテストパイロットの強靭な意識が「最適」と判明。鉄人

は彼の意識を組み込まれ、再び覚醒するのだつた 一。強力な武

器を入手し敵を粉砕しながら進む“30シューテイング・モード"、 成

層日や海上で壮絶なドッグフアイトを展開する・フライトシューティ

ング・モード・、月面ハイウェイや地下水路を高速で走り抜ける“ド

ライブ・モード"。 これら緊張感あ81れ るバトルとSFX映画を見て

いるような大迫力のムービーが、君を熱くする。

発売 :株式会社 シナジー幾何学

★『鉄人ホームページ」オープン
※掲載写■は画面から収録 したものです。

CD‐ROM for PC&Audlo
Power mac a Win 95/31

CGム…ビー&テクノサウン ドがシンク
サイ′t―バンクrJ世界へ……

CGムービーの新たな、潮流が生まれた。超リアルCGとスピード

感あふれる展開で、3Dア クション・シユーティングゲームの新たな

側面を切り開いた『鉄人リターンズ』の日下部実ディレクション最

新作 !!『鉄人リターンズ』からセレクトされた映像に、最新ムー

ビーを大幅にプラス! 高密度フルCGと、そのスピードはとどま

るところを知らない。音楽は、国内レーベルとしてはじめての収録

となる、東京、タイベイのクラブシーンで超人気のテクノDJ・ Q'HEY
が担当。研ぎ澄まされた映像と、ソリッドなサウンドが見事に融合

した、ポップでクールなデジタル・サウンドムービー。サイバーバ

ンクな「鉄人」の世界がさらに拡がりを持ち、刺激的でハイテンショ

ンな映像が展開しま■ いま最も刺激的なミニマルテクノ&ムー

ビーを体感してください。また、シナジー幾何学のホームページが

見られるインターネット体験デモとナビゲーターを収録 ! さらに、

鉄人のすべてがわかる特集企画は ホームベージ」も同時収録 !!

CDプレイヤーでも、サウンドをお楽しみいただけま■

発売 :株式会社 シナジー幾何学

0
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ワールドワイドに面白い、コラボレーション・ レーベル

CD…ROM ※2RI(日本鵬欧管版)

W:n95聘鳴

CDⅡ ROM ※日本電事薔願
Mac&win 95/3_1

うらぶれたカーニバル「ミッドウェイ」を舞台に繰り広げられる狂気の12時間。不
吉な出来事と信じがたいアトラクションが列をなして押し寄せてきます。10人
のキャラクターの人格にザッピングしながら、果たして最後まで生きられるだろ
うか? 話題作『フリークショー』『ジンジャープレッド・マン』で、一躍カルトシー
ンのトップに躍り出たザ・レジデンツが贈る、新感覚のアドベンチャーゲーム。。ア
ニメーション&デザインジム・ラドキー。

発売 :株式会社ギャガ・コミュニケーションズ

CD‐ROM
Mac

犬の生活つて? 自分が犬だつたら? そんな「犬になりたいあなた」にびつたり
なのが、この『PAWS』 (パーソナル・オートマチック・ワンワン・システム)で■
原作はイギリスの絵本作家アラン・スノウ。4歳から103歳までの人を対象とした
この世界には、新解釈にのっとった「犬のしくみ大図解」をはじめ、「空飛ぶ犬のフ
ライト・シミュレータ」「犬の日から見た骨探しゲーム」など、ユーモラスなイベン
トが盛りだくさん。犬の生活もなかなか奥が深いので■

発売 :株式会社 ボイ ジ ャー

イ スラエリレか らや ってき たカラフル な CD‐ROM絵 本 。
チツパ ー と一緒 に日険の旅 に出 よう !

どんどん伸びてしまう自分の歯がキライrJビーバーの男の子・チッ
パーは、ある日、森の妖精に魔法をかけてもらい、“伸びない歯"を

求めて冒険の旅に出ますも永遠の子どもたちの住む雲の王国、と
もだちの住む森、さまざまな生き物たちの住む海の王国と、旅を
しながら自分にも勇気や智恵があることを知る。ブレーヤーはチッ
パーと―緒に空を飛んだり深海に潜つたり、モンスターと戦つたり、
たくさんのキャラクターと協力しあいながら本当の勇気を学ぶは
ずしたこのダンサーのパフォーマンスや小魚たちの幼稚園でのグー

ム、雲の王国の虹の上でのレースなど、心躍る出来事がつぎつぎ
あらわれて、時間の経つのも忘ねてしまうでしょう。カラフルで
チャーミングなキャラクターの数々、アイテム探しのおもしろさ、
ダイナミックな動きなど、わくわくした時間をすこすしながら、子
どもたちに勇気や思いやりを考えさせる、CGでは世界の最先端
であるイスラエリレで作られた、エンタテインメント・ソフト。

発売 :Makh‐ Shevet Corporation(1997年 9月発売予定 )

※掲載写真は画面から収録 したものです。

鵬力あるタイトル続々重蝙 :

り 麟



新進アーテイストの作品集も続々フイーチヤー

グラフイツクの枠を超えた

デジタル0ギ ヤラリーでお楽しみください。

CD‐ROM
Mac&Win 95

新進アーティスト、MAYA MAXX(マ ヤ・マックス)初の画集。1993年 ～1995

年のすべてのアートワーク220点を収録!! 織細でボップなサウンドは、光永巌、

鈴木祥子らbl担当。ピュアな心を持ち続けるものたちへのまなざしと、無垢なプ

ラッシユワークによつて生み出されたマヤ・マックス・ワールドを堪能してください。

普段忘れかけていた、愛おしい、切ないと思う心の扉を開いてくれるヒーリング・

アートをお届けしま魂

発売 :株式会社 ロジカ

CD‐ROM ※日本語マニュアル付属顧
Mac t Win 95′ 31

ヨーロッパで最も権威あるマルチメディアイベント“MIL:A"96年 グランプリ受賞

作品。銅版画を思わせるグラフィック、250を超えるシーケンスとアニメーション、

数千にものぼるシュールレアリスムタッチのコラージユ。すべてがオーガニックに

からみあい連携して、際限なくイメージが続いていくインタラクティブ・アート作品

で魂 あやなすイメージ、隠喩のイコン、言葉の饗宴  感受性を刺激するアー

ト・エンタテインメントの傑作を堪能してください。日本語マニュアル付属。

発売 :Cal!iope

Book

ガーリ・アートの旗手・エリザベス・ベイトン初の画集。一見華やかな

れがちなポップスター達の傷つきやすさ、いたずらつぼさを描き出した魅力的な

作品80点余りを収録。現代アートシーンで新鮮な輝きを放つている画家・ベイト

ンのアートワークすべてを紹介していま■ NY、 UKで、いま最もフアッシヨナブ

ルなユースカルチヤーを、いち早くキヤツチできる画集で魂 日本、NY同時発売

のスタイリッシユなアートブックをお届けしま視

発 売 :株式 会 社 シナ ジー 幾 何 学

CD¨ROM
Power Mac&Win 95

現代アート・シーンでひときわ異彩を放つ、エリザベス・ベイトンのデジタルギヤ

ラリー。ボップスターの肖像というライトな素材を、オイルペインテイングを主体

としたトラデイツシヨナルな手法で描く、独自のスタイルが新鮮な輝きを放つてい

るアーティスト初のCD―ROM。 ペイトンのフィルターを通したボップスター達の

傷つきやすさ、愛すべき姿など魅力的な瞬間をとらえた作品をビックアップしまし

た。フアッシヨナブルで、」ヽ粋なテイストの選りすぐりの作品80点余りを、“シド・ヴイ

シャス"か ら、“パルプ“、“ニリレヴアーナ"の サウンドにのせて贈ります。

発売 :株式会社 シナジー幾何学

塚
鰊 罐Wi



CD‐ROmと いうメデイアを最大口に生かし、

日編なグラフイツクを作り出した■田籠子の作品群

CD‐ROM
P"|『 綱ac a Win g5

CDⅢROM
Mac&Win 95/31

綺細なグラフィック、暖かく、豊かなメロデイ。テクノロジーと共llす る、伸びや

かな感性に触れてみよう。ディレクションは、これblデ ビユー作となる若手クリエ

イター・窪田純子。サウンドは、数多くのサントラを制作し、実力派としての呼び

声が高い作曲家・野見祐二。眼球、天秤、顕微鏡、時計という4つのオブジェクト

をきつかけに、「見ること」を通じて忘れかけた懐かしい記憶が引き出されま視

発売 :株式会社 シナジー幾何学

Music¨ CD

CD―ROM『four‐ sightJのサウンド世界をさらに発展させた、ハイクオリティなイ
メージ・アル′ヾム。「ラスト・エンペラーJ『 オネアミスの日J「耳をすませばJなど、

複雑な世界観を卓越した表現力で描き出す作曲訳・野見祐二によるオリジナルス
コア全15曲を収銀。精緻な構造と伸びやかで透明感のある音色が融合し、心地
よい世界を作り出鳥「聴くこと」から始まる、もうひとつの『foursightJ。

発 売 :株式 会 社 シ ナ ジー 幾 何 学

野 哭雰 瑠 甥 :ず 勇 期 螺 期 菅層勇鞘 秘 翠ん

フォーズのようなからくり装置をモチーフに、「見ること」への空想的興味を抱かせ

る魅力的な世界が展開する。光と影が織りなすこれらのさまざまなギミックに触

れるうちに、図像は増幅し、現実は歪曲していく。映像詩やBGV、 またミュージツ

ククリップのどれにも当てはまらない、織細でみずみずしいインタラクテイブアー

ト作品。静饉な世界のささやきにそつと耳をすまし、日を凝らしてみてください。

発売 :株式会社 シナ ジー幾何学 (1997年 10月 発売予定 )

※掲載写真は日面から収録したものです。

CD‐■OM for PC a Audlo
Pow●了細a18 Win 95

CD‐ROM『ABERRAT10NSJに 収録されているムービーの一部を再構成し、さ

らに数曲をビックアップしてCDクオリティにまで上げたシングルカット版。古くに

発明された光学映像装置の中に拡がるイメージの世界を増幅した、美しく叙情的

な映像が展開しますも蝶や黄金虫、ユリや芥子の花、ザクロに葡萄、枯れ葉、風

車……。そういつた様々な“もの"たちも、イメージを司る重要な役割を担つてい

ますし音楽は、いま最も注目される歌姫・コシミハルによるインストルメンタル。

透き通るほどクリアでつややかなサウンドを楽しむことができま視

発売 :株式会社 シナジー幾何学 (199フ年 10月 発売予定 )

※掲載写真は画面から収録 したものです。



27

フアンは必見 : フアンrJら ずとも…見の価値あり:

未発豪曲やスペシヤルビデオクリップも見られる

海外有名アーテイストのCD口 ROMタ イトル

CD中ROM ※日本語マニュアル付層版
Mac&Win 3 1(Win 95で も動作します)

世界のポピュラー・ミュージック史上、もっとも重要な存在の一人に数えられ、ま

さに伝説の 巨人 と呼 ばれ るにふさわしいミュー ジシャン。彼 の名 はボフ・

ディラン。あまりに偉大なその業績を膨大なスケールで集積した究極のデータ・

ベース。120曲以上のソング・クリップ、未発表ビデオ・モンタージュなどを含む、

マニアならずともつい手が伸びる貴重なCD‐ ROMデータ・ベース。

発 売 :GraphixZone

CD‐ ROM ※日本語マニュアル付属版
Mac&Wm31(Win 95で も動作します)

アルバム、シングル、映画― 。すべてのメディア・チャートのナンバーワンにそ

の名を刻んだ天才、かつてプリンスと呼ばれた男。その驚異の世界を探検するイ

ンタラクティブCD―ROM。 3曲の未発表曲をはじめ、データ・ベースはもちろん、

クイズあり、アドベンチャーありのエンタテインメント・ワールドが用意されていま

す。サークル・ドームで君を待つ、スペシャル・イベントを目指 してください。

発 売 :GraphixZone

需馳
ROM ※2枚組 日本語マニュアル付属版

《懺欝議臓》

ロック界 に爆 然 とそびえ立 つ 、孤 高の スーパー スター

ス テ ィングの すべ て !

スティングの人生観や音楽観、故郷や両親のこと、曲作りの苦心や

ヒント、映画俳優としてのキャリアやヨガの実践や夢解釈、信仰に

ついての考え方。さらに人間として、ミュージシヤンとして影響を

受けた本や音楽について。膨大なナレーションがスティングの肉

声で語らねますもポリス時代やソロになつてからのコンサート画面

やミュージック・クリップなど40曲以上を収録。中には「Frag‖ e」

のアコースティック・バージヨンやジヤズ。セッションによる「Down
So Long」 、「Message in a Bottle」 など、ここでしかみられない映

像も。多くのエピツード、新たに撮影された映像や録音された音

楽、精細なビジュアルと精lglに 構築された世界は、圧倒的な迫力

でスティングの世界観をうつしだしま視 各場面に隠されたタロッ

ト・カードを全部集めらねれば、最後に占い師となつたスティング

が、自分のカードについての占いの結果を言吾ってくれる楽しみもあ

りま魂 言羊細説明とスティングのコメント抄訳を言己載した44ページ

の日本語ライナー付属版。

発売 :Starwave

22



日本を代襄する写ヨ憲たちのCD‐ROM作品集から

正続漏写日集 (■藉)まで

写日の新しい可饉性を感じさせるラインナップ。

CD‥ROM/Ⅵ DEOⅡCD
Mac&Win 95/31

日本を代表する写真訳の一人、稲越功一初のCD― ROM写真集。移ろいゆく時を

鋭く捉えた、美しくはかないイメージから撮りおろしの新作まで、約400点の写真

を収録。さらに最新プロフィール、作品集解説、稲越氏自身によるエッセイなど

多角的な文字情報も満職。稲越功―の「空気」があふれる1枚。フォトベデイア・

シリーズ第2弾。Win 95オ ートプレイ対応版にリニューアル。ビデオCD版でも

好評発売中。

発売 :株式会社 シナジー幾何学

CD‐ROM
Mac&Win 95/31

イギリスを代表する女性写真憲、ダイアン・ウエツソン。柔らかく重ねられた光と、

隙のない構図から生み出された115点の「スティルライフ(静物写真)」 を収録。オ

リジ月 レ・プリント作家としてのみ活動してきた彼女の初作品集。監修の高橋周平

執筆によるF無垢な視線―女性写真家の見つめた写真史Jも併せて収録。フォトベ

ディア・シリーズ第3弾。Win 95オ ートプレイ対応版にリニユーアル。

発売 :株式会社 シナジー幾何学

CD‐ROM
Mac&Win 3 1

アメリカに住むHiV感染者27人、その家族や友人7人のインタビユーを含む28編

のフォトエツセイ。運命をうけいれながらも、希望を失わずに生きる彼らのまつす

ぐなまなざしが心をうつ。A:DSという病気の実態を明らかにするとともに、日 t

社会が抱える問題点を浮き彫りにしたマルチメデイア写真集。財団法人エイズ予

防財団推薦タイトル。売り上げの一部をエイズ基金へ寄贈。

発売 :株式会社 ムー ン

CD‐ROM ※猥
mac&win 95/31

エネルギッシユな日本写真界の現状を精密、多角的に俯敵する「写真家エンサイ

`脇
瑞課把匈りF49曇馳 窪躍選冠鰐動:

プロフィール、アドレスなどのデータベース機能のほか、32000色 と1670万色の

スライドシヨーもそれぞれ収録。Win95オートプレイ対応。

発売 :株式会社 シナジー幾何学

※同シリーズには、ほかに「100 Japanerse Photogaphers,1993」 がありま魂

B00K

日本国内に散在する石灰石鉱山と、石灰工場及びセメントエ場の写真集。コンク

リートの建築物、アスフアルトの道路など、都市を形成するために不可欠な素材、

石灰石。都市の景観の原点である石灰石鉱山と工場に焦点をあてた、新感覚の

写真集。写真家・畠山直哉の確かなまなざしと卓越した感覚で切り取らねた風景

が、不思議に懐かしい記憶を呼び起こ■ 71点の作品を収録。

発売 :株式会社 シナジー幾 1可学

鰈



エンタテインメントビジネス撃界関係者は必携 :

豊富なケーススタディが役に立つ、実用的rJシ リーズ

300K

アメリカの知 的所有権 法 と契 約 を知 る もの は 、

ソフトウェア・ ビジネスの勝 者 となる 。

エンタテインメントビジネス醸書 リーガル篇 1

マルチメディア・ビジネスの世界標準であり、複雑な法体系を持つ

アメリカの事例を数多く収録して、実際的・実務的に解説した貴重

な1冊。著作権、特許、トレード・シークレット、商標、雇用、業務委

託、ソフトウェア開発、ライセンスといつた問題と関連する契約に

ついて、具体的な説明と契約書の条頂、豊富な実例によつて、雇用

者/被雇用者、ディベロッパー/顧害、それぞれの立場に応じて

より有利な方法を探つていきますЪ独立の請負人と従業員に関連

した契約、知的所有権によるソフトウェア保護、マルチメディア・プ

ロジェクト固有の問題、ソフトウェア・パブリッシングについて、契

約書作成の最重要点  現場の声に即した内容は、マルチメディ

ア・ビジネスを成功に導く、格好のパートナー。キャリアのあるリー

ガリレ・ライターにより著わされ、アメリカで多く法律書を出版しい

るNolo Pressよ り出版された本書の翻訳は、日本において著作

権では第一人者ともいえる弁護士・枝美江氏による翻訳。

発売 :株式会社 シナジー幾何学

B00K

エ ンタテインメ ン トビジネス叢書 1

映画を作るには? 映画産業で失敗しないためには? 映画づくりの面白さを活

き

'舌

きと語りながら、映画産業で成功するためのノウハウを満載した型破りなビ

ジネス指南書。特別付録として、ヒット作『月はどつちに出ている』の詳細な製作

ノー トを題材に、等身大のケーススタディも同時に展開。21世紀の映画界を担う

著者たちにぜひ読んで欲しい1冊。

発売 :株式会社 シナジー幾何学

書籍『ソフトウェア・ディベロップメントーーリーガル・ガイドJの中で説明さねてい

るすべての契約書のプランク・フォームを収録。英文契約書とそねぞれの日本語

訳を各17通収録し、プラウザ機能によって交互に表示しながら確認できま鳥 画

面上のボタンをクリックするだけで、欲しい契約書フォームが自分のハードディス

クにコピーされ、あとは自由にカロエ、訂正、追カロを行えば、契約書が完成。契約書

を説明している書籍の章と節番号も併記され、説明をさがすことも簡単。

発売 :株式会社 シナ ジー幾何学

『エンタテインメントビ

コンテンツ・ビジネスの11来を見据え、ノウハウと知識を得ることを目的に発刊した「エン

タテイメントビジネス叢書」は、従来の発想や視点とは異なつた実用書のシリーズ。常に

実務的かつスタンダードなラインナップを揃えていきますが、次回刊行予定は初のフアイ

ナンスもの、コンテンツ・ビジネスにおける最適なファンド活用法を探る『ファンドの組成と

ビジネスモデル (仮称 )』 となりま鳥 ファンドの種類やスキームの説明とともに、プロジェ

クトの各フェーズで問題にするべき会計机理、原価計算、発生する権利処理などを解明し

ていきま魂 97年秋の刊行を目指して、現在、進行中で魂 乞う、こ期待 !



KEEP LISTENNING?
未来の口。デイジーの青

0
世界のテクノ・フアンの度肝を抜いたサイバー・モンド・ウーマン。南米コスタ・リ

カ出身のラテン・エレクトロニカの女玉、リサ・カーボンの最新アルバム!フランク

フルト・テクノ界注目のアトAJいKHATが見い出し、刀 りくム℃綸mo●●●k薗 r、

N算 ″磁潔響云疋rχ認緋朧 鷺嵩詰騒
内初ライセンス作品。国内盤のみ2ポーナストラツク ライナノーツ付。

0
HELLOI MRブライアン・ウイリレソン。ブート感覚のサイケデリック・リスニング
ヘようこそ。これがエレクトリック版 “スマイリー・スマイル"1? アトム・八―ト

とテツ・イノウエによる“データサイド"の最新作は、ユーモア溢れるジョーク・ト

ラックも言めたエレクトリック・リスニングの新潮流、サイケデリック・ラウンジ・

ミュージック! カルトな時代のBGM。 ライナーノーツ、ジヨーク・トラックの対

訳付。

NYが凍りついた。唯―無比、静盟かつ過激。細野晴臣をしてサイコロジカリレ・ア

ンピエントといわしめた、孤高の音楽憲のシヨジキングで美しい日本デビューア

ルバム。ラジカルで鋭敏なノイズと、リリカルなエレクトリックノートが繊り成す

響きのグラデーシヨンは、静かな波動を高揚させて、聴く人を酪配の世界へ誘う

でしょう。ひとりでは決して聴かないでください……。ライナーノーツ付。

◎
細野晴臣の新レーベル始動 ! 配念すべきリリース第一弾は、自らプロデュース

と編椰を行なったコンピレーション・アルバム。細野睛臣が厳選した新しい響きを

持つたアーシ ストたちbl●加した、未来世紀のエレクトリック・リスニング集。来

たるべき時代の新しい音楽の潮流を紹介しま鳥 スウイング・スローの“デイジー"

のカバー會む、61分の未知の音楽ツアー体験。

参加アーティスト:スウイング・スロー、テツ・イノウエ&ジョナ・シャープ、アトム・

ハート、ポーリレ・シュッツ、マシーン・ベイズリー、ハット、ワールド・スタンダード、

バシフィック231、 アサノ・タツヒコ、ライト・イン・ダークネス、鈴木光人

e
フランクフリレトの“テクノ・モンスター"、 トランス・アンピエント、トリップ・ホップ

の開拓者、アトム八―卜と、NYア ンピエント・シーンの雄、テツ・イノウエ、そして

細野晴臣の3人が結成したエレクトロ・マスター・ユニットが“HAr。 テクス ファ

ンク、トリップ・ホツプ、アンビエント……以降のエレクトリック・ミユージックのト

ライアングル誕生。

収録曲:FUNK COASTER/ORCANIC MANGO/SLEEP RUN/2G:GABY「 E

OF JOu」 Ou/KUBRICK/QUiCK ESC.

【デイジ…ワ…1レド・デイスス リリ…ス予定アーテイスト]

●ワールドスタンタード       。テイプシー
●ライト・イン タークネス      。パシフィック231~薫

蔦願 認



いつでも
最新タイ‖レの
情報が満載 :

ユーザーと
クリエータ…が
もつとも近づく
場所でもある
シナジーホームベージ
シナジー幾{可学のホームページは、最新タイ

トルの情報と現場からの生の声を直接ユー

ザーのみなさんにお届けするために誕生しま

した。そのため、ほぼ毎週なんらかの形で情

報を更新していますももちろんここでは情報

を見るだけでなく、みなさまにもどんどん参

カロしていただけたらと思いますもみなさまの

こ意見をお聞かせ下さい。

■最新情報インデックス …… … … … … … … … … … … …・・… … … …・.

新しいコーナーや、情報の更新はここでチェック.                ・・..

嘉諏 ;″高 ぶI:ょ[島
=ダ

」碁 し格 バしま蓄 喘,饉ジJttII襲 搾
｀

・ .1

現場の裏側など、ここでしか得られない情報ばかりで■

■マンスリーギャラリー ¨̈・・・・・・̈・・・…¨̈ …… …̈…………・・・・…・・・・・・・・
・・・・

最新タイトルのCG画面がどこよりも早くたのしめるお楽しみコーナー.毎月1回更新.  ..

■ア ー シ ス ト紹 介・・¨¨¨¨¨…… … ¨…… … … … … ・̈・

クリエーターたちのプロフィールを紹介 .

■デイジーワールド ¨¨¨¨ ・̈ ・̈・●●̈ ●̈ ●●●̈ ●̈ ●̈

細野晴臣ブロデュースの音楽レーベルの情報はここで.

■通信販売 ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈・・̈ ・̈・̈・・・¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈・・¨̈・・・・´

気に入つたタイトルがあれば、そのままweb上 で購入可能。          「
ロユーザーサポート …̈ ¨̈ ¨̈ …̈…・・・・・・¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ′

タイトル別の攻略法やFAQなどを、探しやすいQ&A方 式で掲載 .

「17     ,c..ip/‐

シJHジ
=棘

颯学|イチ押し9rhルは、|  |
特綺コ■ナ■で,90ウラまでお見せします:

特凛「The■6‖d of lADGETIPast=IFuture“ J
■■  パスト・ アズ・ ,ュ…チャ‐の世界

■Specia:issue
庄野晴彦スペシャルインタビュー。|ガ ジェット完全

版J制作にあたつて注力した点、クリエーターとし

ての苦悩などを、庄野

晴彦氏自身の言葉で包

み隠さず語つてくれた

貴重なインタビュー。
『GADGETJを 生み出

した製作現場の秘蔵写

真も掲載されていま魂

■Stilis

FGADGET‐ Past as Future‐ D画像コレクシヨン。<完全版>に収録されてい

る映像の中で、特に印象的な画像をビックアップして掲載。開く度にその精密なビ

ジュアルに圧倒されま魂

颯 剰 藝 冬‐国 冬

■鉄 人 ホ ー ム ベ ー ジ

あの3Dア クション・シューテイングの名作 F鉄人 リターンズ |の新作およびプレミアム版の発売にあ

わせてオープン。鉄人のすべてが分かる解音」図やキヤラクター紹介など、充実の内容が自慢で茂

■イ エ ロー・ プ リック・ ロー ド・ ラン ド

お尉‖染みのかかし男・ティンマン・ライオンと、もつともつと一緒に遊びたいというみんなのための

お楽しみランド。インターネット対応ゲームIYBR III― 一ハラペコ月と星あつめ |の発売にあわせて

オープンしま魂


