
カタンの開拓者たち ＋ 拡張 ドミニオン ＋ 拡張

ボードゲームの本場ドイツの人気No.1ゲーム！ 運要素が少なくて頭を使う戦略カードゲーム！

おすすめです！ 世界的に有名で超オススメ！

お邪魔もの1＋2 DOMEMO

嘘つきや駆け引きの要素満載の 自分以外の人の数字から、自分の数字を

弱人狼系テーブルゲーム。 予測！ハッタリや駆け引きもあり！

キャット＆チョコレート『シリーズ』 宝石のきらめき

与えられたお題を、手札のアイテムカードで やり込み度が高い頭脳系ボドゲ！

乗り切ろう！パーティートークゲーム！ やれば・・・ハマります。

ラブレター レジスタンス ＋ 拡張(アヴァロン)

最短10秒で終わる、シンプルなカードゲーム！ 人狼系ゲーム。

政府 VS スパイの嘘つきゲーム！

ごきぶりポーカー ワンナイト人狼のその後Version

シンプルな心理ゲーム！ ワンナイト人狼２みたいな感じです！

3人以上なら盛り上がり間違いなしです！ おすすめ！

DiXit (ディグジット) スコットランドヤード

自分の手札から連想できるワードを提示。 犯罪者は１人で逃げきれば勝ち！

ただし全員に見抜かれてはダメ…。 警察は捕まえれば勝ち！

人狼ゲーム各種 立体四目

人数が集まればやりたいゲームNo.1！ 縦・横・斜めに4つ揃えれば勝ち！

嘘つきテーブルトークゲームの決定版 ○×ゲームの進化版！

ワンナイト人狼 ガイスター

3人からできる人狼！ 相手の天使を全て取るか、

テーブルゲームリスト

イチオシ!!

イチオシ!!

神!!!!神!!!!

神!!!!

イチオシ!!

神!!!!

神!!!!

神!!!!

神!!!!

イチオシ!!

神!!!!



人狼の基本が詰まってます！ こちらの悪魔を全て取らせれば勝ち！

お邪魔者 ハゲタカのえじき
おばけキャッチ BLUFF
ＵＮＯ ブロックス

ガイスター 街コロ（+）（＃）
カタン
カルカソンヌ
キャット＆チョコレート
キャット＆チョコレート　幽霊屋敷編 LIGHTAING REACTION
9マス将棋 Rummikub
ギャングスターパラダイス ラブレター
ごきぶりポーカー 立体４目ならべ
コヨーテ レジスタンス
狩歌 レジスタンス：アヴァロン

シェフィ
人狼DX ワンナイト人狼
スコットランドヤード ワードバスケット
Splendor　宝石の輝き
世界監獄からの脱出
ジェンガ

DESPERADOS OF DICE TOWN
トランプ
テレストレーション
Dixit
DOMEMO
DOMINION
DOMINION　異郷
DOMINION　陰謀

あ行

さ行

た行

か行

テーブルゲームリスト

ら行

は行

ま行

わ行



PS1、PS2用 リアルアーケードPS

アーケードスティックを
各種ご用意しております！

ゲームセンターでの興奮をそのままに
対戦プレイをお楽しみいただけます！

XBOX360用 リアルアーケードPro.VX SA XBOX用 DEAD OR ALIVE3スティック

PS3、PS4用 リアルアーケードPro.V 



各ハードにコントローラー・マルチタップが
それぞれ多数ありますので、
お友達と４人同時プレイを
お楽しみいただけます！

プレイステーション用マルチタップ プレイステーション２用マルチタップ

スーパーファミコン用マルチタップ



スプラトゥーン スーパーマリオメーカー

アクション 人数: 1P アクション 人数: 1P

大人気イカゲー！８人で対戦も可能

大乱闘スマッシュブラザーズ　for Wii U マリオカート8

アクション 人数: 1～8P カーレース 人数: 1～4P

スマブラのWii U版！ すさまじく綺麗なグラフィックと爽快感

スーパーマリオブラザーズ U マリオパーティ10

アクション 人数: 1～4P ミニゲーム集 人数: 1～5P

定番アクションの最新版！ 今作は5人プレイも可能♪

太鼓の達人 あつめてともだち大作戦！ GAME＆WARIO

音楽ゲーム 人数: 1～4P ミニゲーム集 人数: 1～5P

4人まで一緒にできる太鼓の達人！ スタッフイチオシ！スケッチが特に面白い！

Wii Party U New スーパーマリオブラザーズU
GAME＆WARIＯ Nintendo Land
STAR　FOX　ZERO BAYOＮETTA２
スプラトゥーン ピクミン３
太鼓の達人　あつめて★ともだち大作戦！ ポッ挙　
大乱闘スマッシュブラザーズ　for Wii U マリオ＆ソニック　AT　リオオリンピック
タンク！タンク！タンク！ マリオカート８
ドンキーコング　トロピカルフリーズ マリオテニス　ウルトラスマッシュ

マリオパーティ１０

あ行～た行 な行～わ行

Ｗｉｉ Ｕ - おすすめソフトリスト

ＷｉｉU - ソフトリスト

イチオシ!!イチオシ!!

イチオシ!!



大乱闘スマッシュブラザーズX マリオカートWii

アクション 人数: 1～4P レース 人数: 1～4P

未だに人気！大乱闘シリーズのWii版！ バイクの登場、スタントやウィリーなど。

ゴールデンアイ 007 ボンバーマン

FPS 人数: 1～4P アクション 人数: 1～8P

N64版007ゴールデンアイとは違うけど名作。 Wii版は8人までできちゃいます！

桃太郎電鉄2010 桃太郎電鉄16 北海道大移動の巻！

ボードゲーム 人数: 1～4P ボードゲーム 人数: 1～4P

桃鉄シリーズの最終作品！おもしろい！ 桃鉄シリーズの16個目！

おどる！メイドインワリオ ぷよぷよ

ミニゲーム 人数: 1～12P パズル 人数: 1～4P

みんなでワイワイ！！ 4人対戦が可能なぷよぷよ！

みんなのリズム天国 星のカービィ Wii

音ゲー 人数: 1～2P アクション 人数: 1～4P

交代でクリアしていくだけでも盛り上がる 1人でも2人でも楽しめます！

マリオパーティ8,9 スーパーマリオブラザーズ Wii

パーティーゲーム 人数: 1～4P アクション 人数: 1～4P

パーティゲームの決定版！ 4人同時プレイが可能なマリオ！

Ｗｉｉ - おすすめソフト

イチオシ!!イチオシ!!

イチオシ!!

イチオシ!! イチオシ!!

イチオシ!!

イチオシ!!イチオシ!!

イチオシ!!



Wii　Fit ナイツ～星降る夜の物語～
Wii Fit Plus ノーモア★ヒーローズ
Wii Music
Wii Party
Wii Sports バイオハザード０
Wii Sports Resort バイオハザードアンブレラ・クロニクルズ
Wiiであそぶ　ピクミン２ バイオハザード４　Wii　エディション
Wiiリモコンプラスバラエティ 鋼の錬金術師　FULLMETAL　ALCHEMIST　暁の王子
アイシールド２１　フィールド最強の戦士たち はじめてのWii
安藤ケンサク はじめの一歩レボリューション
イナズナイレブン　ストライカーズ　2012　エクストリームはねるのトびら　Wii ギリギリッス
イナズマイレブン　ストライカーズ ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル
黄金の時 　エコーズ・オブ・タイム
おどる　メイド　イン　ワリオ ファントム・ブレイブ　Wii

ぷよぷよ！！
ぷよぷよ７
星のカービィ　２０周年スペシャルコレクション
星のカービィ　Wii

カドゥケウスZ ボンバーマン
キャプテン★レインボー
クレヨンしんちゃん　最強家族カスカベキング　うぃ～
毛糸のカービィ マリオ＆ソニック　AT　バンクーバーオリンピック
ゴースト・スカッド マリオ＆ソニック　AT　北京オリンピック
コーリング　黒き着信 マリオ＆ソニック　AT　ロンドンオリンピック
ゴールデンアイ００７ マリオカートWii
恐怖体感　呪怨 マリオスポーツミックス

マリオパーティ８
マリオパーティ９

THE　DOG　ISLAND　ひとつの花の物語 みんなの常識力テレビ
THE　LAST　STORY みんなのリズム天国
THE　テーブルゲーム メタルファイト　ベイブレード　ガチンコスタジアム
THE　パーティー・カジノ 桃太郎電鉄１６　北海道大移動の巻！
THE　パーティーゲーム 桃太郎電鉄２０１０～戦国・維新のヒーロー大集合！の巻
ザ　ハウス　オブ　ザ　デッド　２＆３　リターン モンスター４×４ワールドサーキット
ザ　ハウス　オブ　ザ　デッド　オーバーキル モンスターハンターG
実況パワフルメジャーリーグ２　Wii
スーパーマリオギャラクシー
スーパーマリオギャラクシー２
スーパーマリオコレクション　スペシャルパック
スーパーマリオスタジアム　ファミリーベースボール 遊戯王ファイブディーズ　ウィークリーブレイカーズ
涼宮ハルヒの激動 ワンピース　アンリミテッドアドベンチャー
ゼルダの伝説　トワイライトプリンセス ワンピース　アンリミテッドクルーズ　

エピソード１　波に揺れる秘宝
ワンピーズ　アンリミテッドクルーズ　

エピソード２　目覚める勇者

大怪獣バトル　ウルトラコロシアム
大乱闘スマッシュブラザーズX
たたいて弾む　スーパースマッシュボール・プラス

た行

は行

や～わ行

Ｗｉｉ - ソフトリスト

あ行

ま行

な行

さ行

か行



タツノコｖｓ.CAPCOM
罪と罰　宇宙の後継者
テイルズ　オブ　グレイセス
テイルズ　オブ　シンフォニア　ラタトクスの騎士
デッドスペース　エクストラクション
ドカポンキングダムfor Wii
ドラゴンクエスト　モンスターバトルロードビクトリー
ドラゴンボールZ　スパーキング！ネオ
ドンキーコング　たるジェットレース



大乱闘スマッシュブラザーズDX マリオカート ダブルダッシュ!!

アクション 人数: 1～4P カーレース 人数: 1～4P

大乱闘シリーズの第二作目。名作！ 二人乗りでの2:2チーム戦も楽しい！

カービィのエアライド マリオパーティー4.5.6.7

レースゲーム 人数: 1～4P パーティーゲーム 人数: 1～4P

人気レースゲーム ＧＣ版はミニゲームがアツイ！

ニンテンドー パズルコレクション マリオテニスGC

パズル 人数: 1～4P テニス 人数: 1～4P

個人的にはDr.マリオの4人対戦が好き。 64とは違った楽しさ！

スーパーマリオストライカーズ くるりんスカッシュ！

スポーツ 人数: 1～4P アクション 人数: 1～4P

マリオのスピーディーなサッカー。 思わず真剣になりすぎるかも・・・

あつまれ!!メイド イン ワリオ NARUTO 激闘忍者大戦2,3,4

パーティ 人数: 1～4P アクション 人数: 1～4P

ワリオ系にハズレなし！ 一昔前の超人気作品。

ファイナルファンタジー クリスタルクロニクル ゼルダの伝説　4つの剣＋

ＲＰＧ 人数:1～4P アクションADV 人数: 1～4P

FFの隠れた名作・・・！ 4人でダンジョンに挑もう！

ゲームキューブ - おすすめソフト

イチオシ!!イチオシ!!

イチオシ!!

イチオシ!!

"ファイナルファンタジー クリスタルクロニクル"
"ゼルダの伝説 4つの剣"は

GBA コントローラーケーブルを使えば
最大４人まで一緒に遊ぶことができます！！！



あつまれ！メイドインワリオ P.N.03（ピーエヌ　スリー）
NBA　コートサイド2002 バイオハザード
SSX on tour with マリオ バイオハザード　コードベロニカ
SSX　トリッキー バイオハザード0

爆転シュートベイブレード2002熱闘!マグネタッグバトル!
バトルスタジアムD.O.N

カービィのエアライド ピクミン
カスタムロボバトルレボリューション ピクミン2
神機世界　エヴォルシア ビューティフル　ジョー
起動戦士ガンダム　戦士達の軌跡 ファイナルファンタジー　クリスタルクロニクル
巨人のドシン ファンタジー　スター　オンラインⅠ＆Ⅱ
くるりんスカッシュ！ ブリーチ　黄昏にまみえる死神
ケロケロキングDX ペーパーマリオRPG

牧場物語　ワンダフルライフ
ポケモンXD　闇の旋風ダークルギア

THE BASEBALL 2003 バトルボールパーク宣言 ポケモンコロシアム
　パーフェクトプレー　プロ野球 ボンバーマンランド2

実況パワフルプロ野球11
実況パワフルプロ野球12
実況パワフルプロ野球9 マリオカートダブルダッシュ
スーパーマリオサンシャイン マリオゴルフ　ファミリーツアー
スーパーマリオスタジアム マリオテニスGC
スターフォックス　アサルト マリオパーティ4
スターフォックス　アドベンチャー マリオパーティ5
ゼルダコレクション マリオパーティ6
ゼルダの伝説　風のタクト マリオパーティ7
ゾイドバーサス ミスターインクレティブル
ソウルキャリバー ミスタードリラー　ドラルランド
ソニックアドベンチャー2
ソニックヒーローズ

ルイージマンション
RUNEⅡ　コルデンの鍵の秘法

大乱闘スマッシュブラザーズDX ロード・オブ・ザ・リング　中つ国第三紀
ディズニースポーツサッカー ロックマンＸ　コマンドミッション
ディズニーマジカルパーク
天才ビットくん　グラモンバトル
どうぶつの森+ WARIO WORLD
どうぶつの森e+ ワンピース　グラバトラッシュ
突撃！ファミコンウォーズ ワンピース　グランドバトル3
ドンキーコンガ3 ワンピース　トレジャーバトル

ゲームキューブ - ソフトリスト

あ行

か行

は行

わ行

ら行

さ行

た行

ま行



ナルト　激闘忍者大戦2
ナルト　激闘忍者大戦3
ナルト　激闘忍者大戦4
ニンテンドーパズルコレクション

な行



大乱闘スマッシュブラザーズ 007 ゴールデンアイ

アクション 人数: 1～4P FPS 人数: 1～4P

大乱闘シリーズの第一作目。 4人対戦盛り上がり間違いなしの名作！

マリオカート64 マリオテニス64

カーレース 人数: 1～4P スポーツ 人数: 1～4P

人気マリオカートの64版です。 マリオの名作テニスゲームです。

スターフォックス64 エキサイトバイク64

シューティング 人数: 1～4P バイクレース 人数: 1～4P

シューティングで4人対戦ができます。 スタント超楽しいです！おすすめ！

マリオゴルフ64 ゼルダの伝説 時のオカリナ

スポーツ 人数: 1～4P アクションRPG 人数: 1P

じっくり楽しめます。 N64が誇る超名作らしいです。

ポケモンスタジアム シリーズ 星のカービィ64

ミニゲーム 人数: 1P～2P ミニゲーム 人数:1～4P

１、２、金銀があります！ 懐かしさがハンパないです！

マリオパーティシリーズ カスタムロボV2

ミニゲーム集 人数: 1～4P アクションRPG 人数: 1～4P

１～３まであります！

Ｎｉｎｔｅｎｄｏ６４ - おすすめソフト

イチオシ!! イチオシ!!

イチオシ!!

神!!!! 神!!!!



悪魔城ドラキュラ ディズニーダンシングミュージアム
イレブンヒート ディディーコングレーシング
ウェーブレース デザエモン3D
ウルトラマンバトルコレクション64 テン　エイティ　スノーボーディング
栄光のセントアンドリュース 闘魂炎導
エキサイトバイク64 どうぶつの森
F-1　ワールドグランプリ トップギア　ラリー
NBA イン　ザ　ゾーン98 ドラえもん　のび太と３つの精霊石
エクストリームG ドラえもん2
オウガバトル64 ドラえもん3

ドンキーコング64

カスタムロボ
カスタムロボV2 ハイパーオリンピック　イン　ナガノ64
がんばれ！ニッポン！オリンピック2000 ハイブリッドヘブン
がんばれゴエモン　でろでろ道中 パイロットウイングス64
がんばれゴエモン　ネオ桃山幕府 爆　ボンバーマン
空間戦士テュロック 爆　ボンバーマン2
ゴエモン　もののけ双六 爆笑人生64
ゴールデンアイ パワーリーグ64

風来のシレン2
ぷよぷよSAN64

時空間戦士テュロック ぷよぷよーんパーティー
実況パーフェクトストライカー2 フランス98
実況パワフルプロ野球4 プロ麻雀　極64
実況パワフルプロ野球5 プロ野球キング
実況ワールドサッカー　ワールドカップ ポケモンスタジアム
実況ワールドサッカー3 ポケモンスタジアム　金銀
シムシティ2000 ポケモンスタジアム2
シャドウゲイト ポケモンスナップ
スーパービーダマン　バトルフェニックス64 星のカービィ
スーパーマリオ64
スーパーロボットスピリッツ
スターウォーズ　エピソード1レーサー 麻雀64
スターウォーズ　出撃ローグ中隊 麻雀マスター
スターウォーズ　帝国の影 マリオカート64
スターツインズ マリオゴルフ64
スターフォックス64 マリオストーリー
スノボキッズ マリオテニス64

は行

ま～わ行

さ行

Ｎｉｎｔｅｎｄｏ６４ - ソフトリスト

あ行

か行

た行 続き



ゼルダの伝説　時のオカリナ マリオパーティ
ゼルダの伝説　ムジュラの仮面 マリオパーティ2

マリオパーティ3
みんなでたまごっちワールド

ダイナマイトサッカー64 ヨッシーストーリー
大乱闘スマッシュブラザーズ 夜光虫2
タクティクスサッカー ラリー64
超空間ナイター　プロ野球キング 64大相撲
チョロQ64 ロボットポンコツ64

た行



AGASSI 3Dベースボール
F－１GRANDPRIX CBキャラウォーズ　失われたギャーグ
NBAオールスターチャレンジャー Jリーグエキサイトステージ９４
NBAプロバスケットボール９４ Jリーグサッカープライムゴール
RPGツクール Jリーグサッカープライムゴール３
SDF-1グランプリ Jリーグスーパーサッカー９５
SDガンダム外伝ナイトガンダム物語 SUPER麻雀大会
アースライト ザ・グレイトバトルラストファイターツイン
アクトレイザー ザ・グレイバトル　新たなる挑戦
アラジン ザ・グレイバトルⅢ
アリョール サイバリオン
アンドレアガシテニス ザブルークリスタルロッド
一発逆転 サラブレッドブリーダー
ウィニングポスト サラブレッドブリーダーⅡ
ウィニングポスト２ 三国志Ⅲ
ウイングコマンダー 実況おしゃべりパロディウス
ウルトラベースボール 実況パワフルプロ野球
ウルトラマン 実況パワフルプロ野球２
エキサイトステージ９６ 実況パワフルプロ野球３
エキゾーストヒート 実況パワフルプロ野球９４
エストポリス伝記Ⅱ 実況ワールドサッカー
エフゼロ 実況ワールドサッカー２
エリア８８ シムシティ2000

シムシティー
下野正希のフィッシング
シャイニングスコーピオン

GOGOACKMAN２ ジャンボ岡崎のホールインワン
餓狼伝説２ 首都高バトル２
餓狼伝説SPECIAL 初段森田将棋
餓狼伝説スペシャル 新・熱血硬派　くにおたちの挽歌
かまいたちの夜 新起動戦記ガンダムW
ガンバリーグ 人生劇場
がんばれ！大工の源さん 新桃太郎伝説
がんばれゴエモン 2 奇天烈将軍マッギネス すーぱーぐっすんおよよ
がんばれゴエモン　僕がダンサーになった理由 スーパーF１サーカス
がんばれゴエモン３　獅子重禄兵衛のからくり卍固め スーパー囲碁
がんばれゴエモンきらきら道中 スーパーウルトラ野球
がんばれゴエモンゆき姫救出絵巻 スーパーエアダイバー
機動武闘伝Gガンダム スーパーエフワンサーカス２
キャプテン翼Ⅳ スーパーカップサッカー
銀狼伝説 スーパーキックオフ
クールスポット スーパー原人
クレヨンしんちゃん　嵐を呼ぶ園児 スーパーサッカー
クロノトリガー スーパー将棋
競輪王 スーパー人生ゲーム
項劉記 スーパー人生ゲーム３
極上パロディウス スーパースコープ６
コスモギャング　ザビデオ スーパーストリートファイターⅡ
魂斗羅スピリッツ スーパーダンクショット

か行 

スーパーファミコン - ソフトリスト

あ行 さ行



スーパーチャイニーズワールド２
スーパーテトリス２
スーパーテニス
スーパートランプコレクション
スーパーニチブツマージャン

スーパードンキーコング 全国高校サッカー
スーパードンキーコング２ ゼルダの伝説　神々のトライフォース
スーパードンキーコング３ ゼロヨンチャンプR
スーパーハイインパクト ゼンキ　電影雷舞
スーパーパワーリーグ２ 戦国伝承
スーパーパワーリーグ３ 全日本プロレス
スーパーパワーリーグ３ 全日本プロレス２
スーパーパワーリング 総合格闘技アストラルバウト
スーパーパン それ行けエビス丸　からくり迷路
スーパーファイヤープロレス 聖剣伝説２
スーパーファイヤープロレスリング
スーパーファイヤープロレスリング２
スーパーファイヤープロレスリング３ファイナルバウト
スーパーファミスタ
スーパーファミスタ４
スーパーファミスタ５ ダービースタリオンⅡ
スーパーフォーメーションサッカー ダービースタリオンⅢ
スーパーフォーメーションサッカー２ 第３次スーパーロボット大戦
スーパーフォーメーションサッカー９４ ダイナマイト・ザ・ラスベガス
すーぱーなぞぷよ 大爆笑人生劇場
すーぱーなぞぷよ　ルルーのル～ ダウンザワールド
すーぱーぷよぷよ 武田修宏のスーパーカップサッカー
すーぱーぷよぷよ通 WWFレッスルマニア
スーパーブラックバス ダライアスツイン
スーパープロフェッショナルベースボール タワードリーム
スーパーボンバーマン２ 超魔界村
スーパーボンバーマン３ つり太郎
スーパーボンバーマン４ デア　ラングリッサー
スーパーボンバーマン５ TAKE　THE　A　TRAIN
スーパーマリオRPG テクモスーパーボウル２
スーパーマリオカート デス　ブレイド
スーパーマリオコレクション デッドダンス
スーパーマリオワールド 徹萬
スーパー桃太郎電鉄Ⅱ 天外魔境ZERO
スーパー桃太郎電鉄Ⅲ ドカポンランド４
スーパー桃太郎電鉄DX ときめきメモリアル
スーパーラグビー ドラえもん　のび太と妖精の国
スーパーリニアボール ドラえもん２
スーパーワギャランド ドラゴンクエストⅢ
スターフォックス ドカポン外伝　炎のオーディション
ストリートファイター２ ドカポン３．２．１　嵐を呼ぶ友情
ストリートファイターⅡターボ ドカポン王国４　伝説の勇者たち
スラムダンク　四強激突 ただいま勇者募集中　おかわり

さ行 -　続きさ行 -　続き

スーパーファミコン - ソフトリスト
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セーラームーン ツインビー　レインボーアドベンチャー
セーラームーン　くるっくりん ドラゴンクエストⅣ
セーラームーン　場外乱闘！？主役争奪戦 ドラゴンクエストⅤ
セーラームーンR ドラゴンスレイヤー　英雄伝説
セーラームーンS　今度はパズルでおしおきよ！ ドラゴンボールZ　超武闘伝

ドラゴンボールZ　超武闘伝２
ドラゴンボール超武闘伝
トルネコの大冒険

ナイジェル・マンセル　F１チャレンジ 美神伝説
二段森田将棋２ 麻雀繁盛記

麻雀飛翔伝
魔神転生

FIFAインターナショナルサッカー マザー２
バーニングプロレス まじかるタルるートくん
白熱プロ野球ガンバリーグ マッスルボマー
パチンコファン マリオのスーパーピクロス
バットマン　リターンズ マリオペイント
バトルコマンダー マンデーナイトフットボール
バトルサッカー　フィールドの覇者 ミッキーとミニーのマジカルアドベンチャー２
バトルドッジボール ミッキーのマジカルアドベンチャー
バトルロボット烈伝 ミニ四駆　シャイニングスコーピオン
パニックイン　なかよしワールド
ぱにっくボンバーW
パネルでポン UFO仮面　ヤキソバマン
バハムートラグーン YAIBA
早指し二段森田将棋 幽霊白書
遥かなるオーガスタ 幽霊白書２　格闘の章
パロディウスだ！ ヨッシーアイランド
パワプロ９７春３ ヨッシーのクッキー
半熟英雄
ヒーロー戦記

ラモス瑠偉のサッカー
ヒューマングランプリ らんま２分のⅠ　町内激闘篇
ヒューマンベースボール らんま２分のⅠ　爆烈乱闘篇
ファイアーエムブレム　聖戦の系譜 リトルマスター～虹色の魔石～
ファイアーエムブレム　紋章の謎 龍虎の拳
ファイナルセット 龍虎の拳２
ファイナルファイト２ レディストーカー　過去からの挑戦
ファイナルファンタジーⅣ レミングス
ファイナルファンタジーⅤ ロケッティア
ファイナルファンタジーⅥ ロックマン＆フォルテ
フィッシング甲子園 ロックマン７
風来のシレン ロックマンX
フェーダ ロックマンX２
プライムゴール ロックマンX３

スーパーファミコン - ソフトリスト
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プロサッカー ロマンシングサ・ガ３
フロントミッション
ペブルーチビの波涛
ヘラクレスの栄光Ⅲ ワイアエラの奇蹟
星のカービィ　スーパーデラックス ワイルドトラックス
ポップンツインビー
炎の闘球児ドッジ弾平
ポピュラス
ポポイっとへべれけ

わ行



がんばれゴエモンシリーズ 1～4 スーパードンキーコング シリーズ 1～3

アクション 人数: 1～2P アクション 人数: 1～2P

二人同時プレイ可能な人気アクション！

ミッキーシリーズ ドラゴンボールZ超武闘伝シリーズ 1～3

アクション 人数: 1～2P アクション 人数: 1～2P

二人同時プレイ可能な人気アクション！ 上・Ｘ・下・Ｂ・Ｌ・Ｙ・Ｒ・Ａ

スーパーボンバーマン 1～5 ストリートファイターⅡ シリーズ

アクション 人数: 1～5P 格闘 人数: 1～2P

スーファミのボンバーマンが一番好き！ ストⅡ、ターボ、スパⅡまで！

初代 熱血硬派くにおくん スーパー桃太郎電鉄シリーズ

アクション 人数: 1～2P ボードゲーム 人数: 1～4P

個人的に大好きですｗ 4人対戦がアツい！

セーラームーンシリーズ 超魔界村

アクションorパズル 人数: 1～2P アクション 人数: 1P

６作品くらい、全てあります！ 難易度激ムズのアクション名作！

エキサイトステージ'96 ｽｰﾊﾟｰﾌｧｲﾔｰﾌﾟﾛﾚｽﾘﾝｸﾞ シリーズ

サッカー 人数: 1～4P プロレス 人数: 1～4P

プロレスゲームといえばコレでしょ！

スーパーファミコン - おすすめソフト

イチオシ!!

イチオシ!!

イチオシ!!

イチオシ!!

イチオシ!!

イチオシ!!

神!!!!

神!!!!

神!!!!



ストリートファイターⅤ オーバーウォッチ

格闘 人数: 1～2P ＦＰＳ 人数: 1～2P

ストリートファイター最新作 6vs6の銃の撃ち合いバトルです！

ぷよぷよテトリス ウイニングイレブン 2017

パズル 人数1～4P スポーツ(サッカー) 人数:1～4P

ぷよとテトの夢の共演！ 男性に超人気です！！

ウルトラストリートファイターⅣ 地球防衛軍 4.1

格闘 人数: 1～2P ＴＰＳ 人数:1～4P

ウルⅣのPS4版。 2人でもっとアツイ！！

　

プレイステーション４ - ソフトリスト

イチオシ!!

神!!!! 神!!!!

イチオシ!!



アンチャーテッド　海賊王と最後の秘宝 初音ミク　Project DIVA
アンティル・ドーン　惨劇の山荘 バトルフィールド４　プレミアムエディション
ウイニングイレブン2016 ぷよぷよテトリス
ウイニングイレブン２０１７ ブレイブルー　クロノファンタズマ　エクステンド
EVOLVE HOMEFROＮT　THE　REVOLUTIＯＮ
オーバーウォッチ　オリジンズ・エディション ファイナルファンタジーⅩⅤ

ギルティ　ギア　イグザード　レベレータ マインクラフト
CALL　OF　DUTY　BLACK　OPS

THE　KIＮG　OF　FIGHTERS　XIV
実況パワフルプロ野球２０１６
真・三国無双　英傑伝
進撃の巨人
STAR　WARS　BATTLEFROＮT
ストリートファイターⅤ

地球防衛軍4.1 ザ・シャドウ・オブ・ニュー・ディスペアー
デビル　メイ　クライ　４　スペシャルエディション
電撃文庫　FIGHTIＮG　CLIMAX　IGＮITIＯN
TRANSFORMERS　DEVASTATIＯN

た行

PS4 - ソフトリスト

あ行 は行

か行

さ行

ま行



ダウンタウン熱血行進曲 それゆけ大運動会

オススメ度 : ★★★★★ ジャンル   : スポーツアクション

プレイ人数 : 1～4P プレイ方式 : 対戦

飛龍の拳シリーズ

オススメ度 : ★★★★★ ジャンル   : アクション  

プレイ人数 : 1～2P プレイ方式 : 対戦

熱血高校ドッジボール部

オススメ度 : ★★★★★ ジャンル   : スポーツアクション  

プレイ人数 : 1～2P (部活動では4P) プレイ方式 : 対戦

熱血格闘伝説

オススメ度 : ★★★★★ ジャンル   : アクション  

プレイ人数 : 1～4P プレイ方式 : 協力、対戦

くにおくんシリーズの８人参加のバトルロイヤル格闘ゲーム。
パーソナルデータを入力してオリジナルキャラクターの作成が可能。
育成プレイ、協力プレイ、対戦プレイなど、幅広い遊び方ができる。

一風変わった戦闘方式を楽しめる格闘アクションゲーム。
個人的にはかなり好きです。
操作がわからない人、詳しくはスタッフまで。
名作ですよ！

ファミコン - おすすめソフト

主人公であるくにお率いる熱血高校チームをはじめとする全4チームで、クロスカントリーや玉割り
などを行い、得点を競うゲーム。
競技中の「殴る・蹴る・武器の使用」がルールで認められている。
最大4人までの同時対戦が可能で、盛り上がりは間違いなし！！

熱血高校を操作して、花園高校や世界の強豪相手にドッジボールで勝負する、『くにおくん』シリー
ズならではのケンカスポーツゲーム。
自コート内の８割程度をダッシュしてボールを投げると、必殺シュートを投げることができる。



熱血硬派くにおくん ロックマン2 Dr.ワイリーの謎

アクション 人数: 1～2P アクション 人数: 1P

人気くにおくんシリーズの初代作です。 定番ロックマンシリーズ。

スペランカー 魔界村

アクション 人数: 1P アクション 人数: 1P

30代、40代の方にはたまらない名作 SFC「超魔界村」の前作です。

がんばれゴエモン外伝 アイスクライマー

アクション 人数: 1P アクション 人数: 1～2P

飛龍の拳2 不動明王伝

アクション 人数: 1～2P アクション 人数: 1P

個性的な戦闘方式が楽しめる名作！ 敵を倒しながら進んでいく軽快なアクション！

ロードランナー チャンピオンシップロードランナー

パズルアクション 人数: 1P パズルアクション 人数: 1P

人気パズルアクション。 一面も越せません…。

Dr.マリオ スパルタンX

アクション 人数: 1～2P アクション 人数: 1P

対戦が燃えます。Wii版もあります。

スーパーマリオブラザーズ スーパーマリオブラザーズ3

アクション 人数: 1～2P アクション 人数: 1～2P

説明はいらないでしょうｗ 説明はいらないでしょうｗ

エキサイトバイク 影の伝説

アクション 人数: 1P アクション 人数: 1P

ファミコン - おすすめソフト



軽快アクションの名作！



アーガス 怪傑ヤンチャ丸
アーバンチャンピオン 貝獣物語
アイギーナのよげん 影の伝説
アイスクライマー ガチャポン戦士　２カプセル戦記
アキラ ガチャポン戦士　３英雄戦記
悪魔くん　魔界のわな 亀の恩返し
悪魔城伝説 仮面ライダー倶楽部
アタックアニマル学園 カルノフ
アドベンチャーズ　オブ　ロロ がんばれゴエモン　外伝
アフターバーナー がんばれゴエモン　からくり道中
アルゴスの戦士 キャッスルエクセレント
イー・アル・カンフー ギャラクシアン
イース ぎゅあんぶらあ自己中心派２
イース　Ⅱ 銀河の3人
イース　Ⅲ キングコング　２
1942 キングスナイト
1943 キン肉マン　マッスルタッグマッチ
イメージファイト グーニーズ　２
ウィザードリィ くにおくん　いけいけ熱血ホッケー部
ウィザードリィ　Ⅱ ゲゲゲの鬼太郎
ウィザードリィ　Ⅲ けっきょく南極大冒険
ウィッツ けろけろけろっぴの大冒険
ウォルガード　Ⅱ ゴーストバスターズ
宇宙船コスモキャリア ゴッドスレイヤー
ウルティマ　恐怖のエクソダス ゴルフ
ウルティマ　聖者への道 ゴルフ倶楽部　バーディラッシュ
ウルトラマン倶楽部　２
エアー・フォートレス
エー・エス・オー ザ　トライアスロン
エキサイトバイク ザ　ブラックバス
エグゼドエグゼス ザ　ブラックバス　Ⅱ
ＳＤ刑事ブレイダー ザ　ロードオブキング
エスパ冒険隊　魔王の砦 サーカス　チャーリー
Ｆ１サーカス 西遊記ワールド
おたくの星座 西遊記ワールド
おにゃんこタウン サッカー

里見八犬伝
真田十融資
ジーザス
ジッピー・レース
疾風一号生
シティコネクション
シャーロック・ホームズ
ジャイロダイン
じゃじゃ丸　撃魔伝
じゃじゃ丸　忍法帳

ファミコン - ソフトリスト
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じゃじゃ丸の大冒険
じゃりん子チエ

十王剣の謎 タイガーヘリ
じゅうべいクエスト 大航海時代
新人類 タイトーグランプリ
神仙伝 第二次スーパーロボット対戦
スーパーアラビアン 太陽の勇者ファイバード
スーパースターフォース ダウンタウン熱血行進曲
スーパーチャイニーズ ダウンタウン熱血行進曲　それゆけ運動会
スーパーチャイニーズ　２ 高橋名人のバグってハニー
スーパーチャイニーズ　３ 高橋名人の冒険島２
スーパーピットフォール ちゃっくんぽっぷ
スーパーマリオ　ＵＳＡ チャレンジャー
スーパーマリオブラザーズ チャンピオンシップ・ロードランナー
スーパーマリオブラザーズ　３ 中華大仙
スーパーリアルベースボール８８ ツインビー
スカイデストロイヤー 月風魔伝
スクーン つっぱり大相撲
スターウォーズ テグザー
スターソルジャー テクモ　ワールドサッカー
スターフォース 鉄腕アトム
頭脳戦艦ガル テトリス
スパルタン　Ｘ テトリス２
スペースハリアー テニス
スペースハンター デビルワールド
スペランカー テラクレスタ
聖飢魔Ⅱ　悪魔の逆襲 天才バカボン
セイントセイヤ　黄金伝説 東海道五十三次
Ｚガンダム 独眼竜政宗
ゼビウス ドクターマリオ
戦場の狼 ドナルドダック
ゾイド ドラゴンクエスト
ソロモンの鍵 ドラゴンクエスト２

ドラゴンクエスト４
ドラゴンスピリット
ドラゴンニンジャ
ドラゴンボール　神龍の謎
ドラゴンボール　烈戦人造人間
トランスフォーマー
ドルアーガの塔
ドンキーコングｊｒ

ファミコン - ソフトリスト
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ナイトガンダム物語 ファミスタ　９３
ナイトガンダム物語３ ファミスタ９０
長靴を履いた猫　世界一周８０日大冒険 ファミスタ９１
ナッツ＆ミルク ファミリーサーキット
ナムコクラシック ファミリーサーキット９１
ナムコクラシック２ ファミリーテニス
忍者くん　魔城の冒険 ファミリーテニス
忍者くん阿修羅ノ章 ファンタジーゾーン
忍者じゃじゃ丸くん ファンタジーゾーン２
忍者じゃじゃ丸くん　銀河大作戦 フィールドコンバット
忍者ハットリくん フォーメーションZ
忍者らホイ！ 不動明王伝
忍者龍剣伝 フラッピー
忍者龍剣伝　暗黒の邪心剣 フラッピー
忍者龍剣伝　黄泉の方船 プロ野球ファミリースタジアム
熱血格闘伝説 フロントライン
熱血高校ドッジボール部サッカー編 ベースボール
熱血硬派くにおくん ヘクター８７
熱血ドッジボール部 ポール・トゥ・フィニッシュ
熱血ドッジボール部サッカー編 北斗の拳

北斗の拳２
北斗の拳３

バーガータイム 北斗の拳４
バードウィーク ボコスカウォーズ
ハイウェイスター ポパイ
ハイドライドスペシャル
ハイドランド３
バギーホッパー
パックランド
バットマン
花のスター街道
バベルの塔
バルダーダッシュ
パワー・ブレイザー
ハングリング　ベイ
ビーバップハイスクール

ファミコン - ソフトリスト

な行 は行 - 続き

は行



ヒーロー総決戦
びっくり熱血新記録
飛龍の拳
飛龍の拳２
ファイティングゴルフ
ファイナルファンタジー１．２
ファイヤーエムブレム外伝
ファナザドゥ
ファミコンジャンプ
ファミコンジャンプ　英雄列伝
ファミスタ　９２

麻雀 ラサール石井のチャイルズクエスト
マーダーミシシッピー殺人事件 ラストハルマゲドン
魔界島 ラビリンス
魔界村 ルート１６ターボ
マグマックス ルーナボール
マクロス ロードファイター
マッハライダー ロードランナー
マっピーランド 六三四の剣VS
マドゥーラの翼 ロストワード
マリオオープンゴルフ ロックマン２
マリオブラザース ロットロット
マルサの女 ロマンシア
ミッキーマウスの不思議の国の大冒険
水戸黄門
ミラクルロピット ワールドボクシング
みんなのたあ坊なかよし大作戦 ワタル外伝
名人戦 ワルキューレの冒険
メトロクロス ワンワンパニック
燃えろ！プロテニス
燃えろ！プロ野球
桃太郎伝説

夢幻戦士ヴァリス
妖怪倶楽部
妖怪道中記
ヨッシーのたまご
４人打ち麻雀

や行

ら行

わ行

ま行

ファミコン - ソフトリスト





ウルトラストリートファイターⅣ ぷよぷよテトリス

格闘 人数: 1～2P パズル 人数: 1～4P

ストリートファイターシリーズ最新作！ PS4版もあります！！

アルティメットマーヴルバーサスカプコン3 ザ・キング・オブ・ファイターズ XIII

格闘 人数: 1～2P 格闘 人数: 1～2P

大人気VSシリーズのPS3版！ KOF勢、集まれ～！！

ヴァンパイア リザレクション コール オブ デューティシリーズ

格闘 人数: 1～2P コール オブ デューティ B.O.Ⅱ

ハンター、セイヴァーの2作品がプレイ可！ PS3のFPSでは最も有名！人数: 1～2P

ウイニングイレブン 2008 ～ 2011 トーキョージャングル

サッカー 人数: 1～8P アクション 人数: 1～2P

人気爆裂ですね！ 人類が絶滅した東京が舞台！

みんなのゴルフ５ / ６ PORTAL2

ゴルフ 人数: 1～4P 脱出ゲーム 人数: 1～2P

超絶グラフィックで本格ゴルフ！ 二人同時プレイ可能な難解脱出ゲーム！

ダウンタウン熱血行進曲 それゆけ大運動会 ＬＩＭＢＯ [DL専用]

アクション 人数: 1～4P アクション 人数: 1P

人気FCゲームのリメイク版！ これまた激ムズゲー！

エレベーターアクション [DL専用] みんなでスペランカー [DL専用]

アクション 人数: 1～4P アクション 人数: 1～4P

4人対戦可能なシュールアクション！ 激ムズ死にゲーを4人同時プレイ！

悪魔城ドラキュラ [DL専用] コメットクラッシュ [DL専用]

アクション 人数: 1～4P タワーディフェンス 人数: 1～4P

プレイステーション３ - おすすめソフト

神!!!!

イチオシ!!

イチオシ!!

イチオシ!!

神!!!!

神!!!! 神!!!!



4人同時プレイ可能なドラキュラ！ 知られざる超名作!!やってみてほしいです！



悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair(DL版) ダウンタウン　熱血行進曲
アルティメットマーヴルVSカプコン３ ＤＡＲＫ ＳＯＵＬＳ
In Space We Brawl(DL版) ダンジョンズ＆ドラゴンズ　ミスタラ英雄戦記
ヴァンキッシュ DEAD　OR　ALIVE　５
ヴァンパイア　リザクション 鉄拳６
ヴァンパイア　リザクション 鉄拳タッグトーナメント２
ウイニングイレブン２００８ デビル　メイ　クライ　４
ウイニングイレブン２００９ トーキョージャングル
ウイニングイレブン２０１０ ドラゴンズクラウン
ウイニングイレブン２０１１ ドラゴンボール　ゼノバース
ELEVATOR ACTION DELTXE(DL版) ドラゴンボール　レイジングブラスト２
SF3:Online Edition(DL版)
大神 絶景版(DL版)

バイオハザード　オペレーション・ラクーンシティ
バイオハザード５

塊魂ＴＲＩＢＵＴＥ バイオハザード５
CAPCON VS.SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001(DL版)バイオハザード６
ガンダム無双 初音ミク　ProjectDIVA　F2nd
ガンダム無双２ ＨＥＡＶ　ＲＡＩＮ
機動戦士ガンダムエクストリームバーサス　フルブースト ぷよぷよテトリス
ＧＲＡＮ ＴＵＲＩＳＭＯ６ プレイステーション　オールスター・バトルロイヤル
GRAVITY CRASH(DL版) プロ野球スピリッツ２０１０
コールオブビューティ　ブラックオブスⅡ ペルソナ４
Goat Simulator(DL版) ポータル２
コメットクラッシュ(DL版) 北斗無双

Bomberman ULTRA(DL版)

サイレン　ニュートランセーション
SILENT　HILL　HD　EDITION MADDEN　NFL　２５
ＴＨＥ　ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＦＩＧＨＴＥＲＳ　XIII みんなのGOLF5
ＴＨＥ　ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＦＩＧＨＴＥＲＳ　XIII みんなのGOLF6
真・三国無双５ みんなでスペランカー(DL版)
真・三国無双５　Ｅｍｐｉｒｅｓ 無双OROCHI2
真・三国無双６ METAL　GEAR　RISING
真・三国無双６　猛将伝 モッドネーション　無限のカート王国
真・三国無双Ｏｌｉｎｅ～新将乱舞～
ストライダー飛竜
ストリートファイターX　鉄拳 ラチェット＆クランク１・２・３

LIMBO(DL版)
レインボーシックスベガス
ワンピース海賊無双
ワンピース海賊無双２

た行

プレイステーション３ - ソフトリスト

あ行

ま行

ら・わ行

か行

さ行

は行





ストZERO ファイターズ ジェネレーション ハイパーストリートファイター2

格闘 人数: 1～2P 格闘 人数: 1～2P

ストZEROシリーズの総集編！ スト2シリーズの総集編！

ﾄﾞﾗｺﾞﾝｸｴｽﾄ＆ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰ CAPCOM VS. SNK 2 & ストⅢ3rd

in いただきストリートSPECIAL 格闘 人数: 1～2P

アクション 人数: 1～2P

ビートマニアシリーズ K-1 ワールドグランプリシリーズ

音ゲー 人数: 1～2P 格闘 人数: 1～2P

激レアなアケコンあります！ やったことない人同士でもかなり盛り上がる

バイオハザード シリーズ THE 地球防衛軍2

アドベンチャー 人数: 1P ＴＰＳ 人数: 1～2P

ゾンビィ・・・

ドラゴンボールZ スパーキング！ネオ 龍が如く1 / 2

格闘 人数: 1～2P アクション 人数: 1P

プレイステーション２ - おすすめリスト

イチオシ!!

イチオシ!!

神!!!!

神!!!! 神!!!!

神!!!!

イチオシ!!

神!!!!



アイシールド21　アメフトやろうぜ！Ya-!Ha-! NBAライブ２００５
アウトモデリスタ エボリューション　スケートボーディング
アナザーセンチュリーズエピソード ENTER MATRIX
ANUBIS おえかきパズル
アーマード・コア・ナインブレイカー 大神
アーマード・コア・ネクサス オールスター・プロレスリング
アーマード・コア２ オールスター・プロレスリングⅡ
アーマード・コア２　アナザーエイジ オールスター・プロレスリングⅢ
アマガミ 鬼武者
アメリカ横断ウルトラクイズ 鬼武者　無頼伝
R　レーシングエヴォリューション 鬼武者２
RPGツクール 鬼武者３
アンリミテッドサガ ALL-STAR BASEBALL 2002
頭文字D オレが監督だ！～激闘ペナントレース～
いただきストリート３
ウイニングイレブン１０
ウイニングイレブン１０ 蚊
ウイニングイレブン２００８ 街道バトル　～日光・榛名・六甲・箱根～
ウイニングイレブン2009　クラブチャンピオンシップ カオス　レギオン
ウイニングイレブン２０１０　蒼き侍の挑戦 ガチャメカスタジアム　サルバト～レ
ウイニングイレブン５ 家庭教師ヒットマンREBORN！
ウイニングイレブン６ 　Let's暗殺!?狙われた10代目！
ウイニングイレブン６　ファイナルイヴォリューション 家庭教師ヒットマンREBORN！　禁断の闇のデルタ
ウイニングイレブン７ CAPKOM　VS　SNK２
ウイニングイレブン７インターナショナル 仮面ライダー５５５
ウイニングイレブン８ ガラクタ名作劇場　ラクガキ王国
ウイニングイレブン８　ライヴウエアエヴォリューション 川のぬし釣り　ワンダフルジャーニー
ウイニングイレブン９ ガンダム　トゥルーオデッセイ
ウイニングイレブンタクティクス ガンダム無双 Special
ウイニングイレブンタクティクス（Jリーグ） ギターフリークスⅤ＆ドラムマニアⅤ
ウイニングポスト５　マキシマム２００２ 機動戦士Z　エゥーゴVSティターンズ
宇宙戦艦ヤマト　暗黒星団帝国の逆襲 機動戦士ガンダム
宇宙戦艦ヤマト　イスカンダルへの追憶 機動戦士ガンダム　ガンダムVSZガンダム
宇宙戦艦ヤマト　二重ぎんがの崩壊 機動戦士ガンダム　ギレンの野望
ウルトラマン Fighting Evolution2 機動戦士ガンダム　クライマックスU.C.
エースコンバット・ゼロ　ザ・ベルカン・ウォー 機動戦士ガンダム　めぐりあい宇宙
エースコンバット５　ジ・アンサング・ウォー 機動戦士ガンダム　連邦VSジオンDX
エキサイティングプロレス４ 機動戦士ガンダムSEED
SSX　オン　ツアー 機動戦士ガンダムSEED　DESTINY　
SDガンダム　ジージェネレーション　SEED 連合VSZ.A.F.T.Ⅱ　PLUS
SDガンダム　ジージェネレーション　ウォーズ 機動戦士ガンダム一年戦争
SDガンダム　ジージェネレーション　スピリッツ キノの旅Ⅱ　the Beautiful World
SDガンダム　ジージェネレーション・ネオ GALLOP RACER FIVE
エナジーエアフォース　エイムストライク！ キャプテン翼

か行

プレイステーション２ - ソフトリスト

あ行 あ行　続き



EX人生ゲームⅡ ギャンブラー伝説　哲也
NBAストリートV3 ギルティギア　イグゼクススラッシュ
NBAライブ06 ギルティギア　ウグゼクスアクセントコア　プラス
ＮＢＡライブ２００２ KINGDOM HEARTS

Global Folktale THE 合戦関ヶ原
Gran Turismo 3　A-spec THE　パーティー右脳クイズ
GRAN TURISMO　４ THE パズルコレクション2000問
GRAN TURISMO Consept THE ブロックくずしHYPER
GRAN TURISMO４ 侍　～SAMURAI～
K-1　WORLD GP 2006 サムライスピリッツ　天下一剣客伝
K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 侍道２
K-1 WORLD GRAND PRIX 2003 サモンナイト4
K-1　WORLD MAX 2005　～世界王者への道～ サルゲッチュ　ミリオンモンキーズ
KINGDOM HEARTSⅡ サルゲッチュ２
機甲兵団J－フェニックス 三国志11
筋肉番付　マッスルウォーズ21 三国志Ⅶ
キン肉マン　マッスルグランプリMAX 三国志戦記
クラッシュバンディクー４　さくれつ！魔人パワー 三国志戦記2
グラディエーター シーマン
グラモンバトル ジーワン　ジョッキー２
グランド・セフト・オートⅢ ジーワン　ジョッキー３
グランド・セフト・オートバイスシティ ジオニックフロント　機動戦士ガンダム0079
クロスファイア　XFIRE 実況Jリーグ　パーフェクトストライカー４
クロックタワー３ 実況パワフルプロ野球１０
劇空間プロ野球 実況パワフルプロ野球１０超決定版　2003メモリアル
消しキュンパズル 実況パワフルプロ野球１１
決戦 実況パワフルプロ野球１１超決定版
決戦Ⅱ 実況パワフルプロ野球１２
ゲッタウェイ 実況パワフルプロ野球１４
ケロロ軍曹　メロメロバトルロイヤル 実況パワフルプロ野球７決定版
喧嘩番長 実況パワフルプロ野球８
ゴッドハンド 実況パワフルプロ野球９
ゴルフナビゲーター　Vol.2 実況パワフルプロ野球９決定版
ゴルフパラダイス 実況パワフルメジャーリーグ
金色のガッシュベル!!友情タッグバトル 実況パワフルメジャーリーグ２

実況ワールドサッカー
実況ワールドサッカー２０００　ファイナルエディション

ザ・ナイトメア・オブ・ドルアーガ　不思議のダンジョン 忍　Shinobi
サイレントヒル３ シャーマンキング　ふんばりスピリッツ
SIREN ジャイニング・フォース　イクサ
SIREN２ ジャック×ダクスター　旧世界の遺産
サカつく２００２ 首都高バトル01
サッカーライフ！ ジョジョの奇妙な冒険　黄金の旋風

さ行 続き

プレイステーション２ - ソフトリスト

か行　続き

さ行



THE BASEBALL 2003 バトルボールパーク宣言 新　鬼武者　DAWN OF DREAMS
THE BASEBALL 2003　バトルボールパーク宣言　 真・三国無双

パーフェクトプレー　プロ野球 真・三国無双2
THE　裁判 真・三国無双2　猛将伝
THE　西遊闘狼伝 真・三国無双3
THE　推理　～新たなる２０の事件簿～ 真・三国無双3 Empires
THE　推理　～そして誰もいなくなった～ 真・三国無双3　猛将伝
THE 地球防衛軍 真・三国無双4
THE 地球防衛軍２ 真・三国無双4　猛将伝

スーパーロボット大戦IMPACT .hack//G.U.Vol.1　再誕
スーパーロボット大戦MX DEAD OR ALIVE 2
スーパーロボット大戦OG DIRGE of CERBERUS FINAL FANTASY Ⅶ
スーパーロボット大戦OG外伝 DRIVING EMOTION TYPE-S
スターオーシャン Till the End of Time Tourist Trophy　ツーリスト・トロフィー

TVDJ
ストリートファイターEX３ テトリス　KIWAMEMICHI
ストリートファイターZERO テニスの王子様　SWEAT＆TEARS　２
スペースインベーダー　アニバーサリー テニスの王子様　スマッシュヒット！
スペースヴィーナス テニスの王子様　スマッシュヒット！２
聖剣伝説４ デビル　メイ　クライ
聖闘士星矢　聖域十二宮編 デビル　メイ　クライ２
聖闘士星矢　冥王ハーデス十二宮編 デビル　メイ　クライ３
ゼノサーガ EPISODEⅡ デメント

 Jenseits von Gut und Bose[善悪の彼岸] 天外魔境Ⅱ　MANJI MARU
007　ナイトファイア 天誅　参
SEVEN SAMURAI 20XX 電脳戦機バーチャロン　マーズ
戦国BASARA2　英雄外伝 撞球　ビリヤードマスター２
戦国無双 咎狗の血　True Blood
戦国無双　最強データ ドカポン・ザ・ワールド
戦国無双　猛将伝 ときめきメモリアル　Girls Side
戦国無双2 ときめきメモリアル Girls Side 2nd kiss
戦国無双2　猛将伝 ときめきメモリアル３
ソニックヒーローズ ﾄﾞﾗｺﾞﾝｸｴｽﾄ＆ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰ in いただきストリート
ZONE OF THE ENDERS Z.O.E ドラゴンクエストⅤ　天空の花嫁

ドラゴンクエストⅧ　空と海と大地と呪われし姫君
ドラゴンボール３

DARK CHRONICLE ダーククロニクル ドラゴンボールZ
ダーククラウド ドラゴンボールZ　スパーキング！ネオ
ダービースタリオン０４ ドラゴンボールZ２
第３次スーパーロボット大戦α　終焉の銀河へ ドラゴンボールZスパーキング！
太閤立志伝Ⅳ ドリームオーディション
太鼓の達人　あっぱれ三代目
太鼓の達人　タイコドラムマスター

た行　続き

た行

プレイステーション２ - ソフトリスト

さ行 続き

な行



太鼓の達人　タタコンでドドンがドン NANA
太鼓の達人　ドキッ！新曲だらけの春祭り NARUTO　うずまき忍伝
ダビつく３　ダービーをつくろう！ NARUTO　ナルティメットヒーロー
超ドラゴンボールZ NARUTO　ナルティメットヒーロー２
チョロQ　HG3 NARUTO　ナルティメットヒーロー３
テイルズ　オブ　ジ　アビス NARUTO疾風伝　ナルティメットアクセル
テイルズ　オブ　シンフォニア 熱チュー！プロ野球２００２
テイルズ　オブ　デスティニー 信長の野望　革新
テイルズ　オブ　デスティニー２
テイルズ　オブ　リバース
テイルズ オブ レジェンディア
テイルズ　オブ　レジェンディア
鉄拳４
鉄拳タッグトーナメント

バーチャファイター　サイバージェネレーション 牧場物語 Oh!ワンダフルライフ
バーチャファイター４ 牧場物語３
バイオハザード　コード：ベロニカ　～完全版～ ぼくのなつやすみ２
バイオハザード４ ポップンミュージック８
ハイパーストリートファイターⅡ　 ポップンミュージック１０

アニバーサリー　エディション ポップンミュージック１２いろは
バウンサー ポポロクロイス　～はじまりの冒険～
鋼の錬金術師　ドリームカーニバル ボンバーマンジェッターズ
鋼の錬金術師２　赤きエリクシルの悪魔
爆走デコトラ伝説　～男花道夢浪漫～　スペシャル
はじめの一歩　VICTORIOUS BOXERS 麻雀プラス
バトルスタジアムD.O.N 魔界戦記ディスガイア
パネルクイズ　アタック25 魔界戦記ディスガイア２
パラパラパラダイス 魔界転生
遥かなる時空の中で３　十六夜記 マキシモ
パワースマッシュ２ MAX　PAYNE
ビートマニア　ⅡDX１４　GOLD マグナカルタ
ビートマニアⅡDX１２　HAPPY　SKY 真・三国無双5 Special
ぴゅあぴゅあ　耳としっぽのものがたり 魔術師オーフェン
ファイトナイト２００４ まほろまてぃっく
ファイナルファンタジー Ⅹ Mr.インクレディブル
ファイナルファンタジー X-2 みんなのGOLF３
FINAL FANTASY XI　プロマジアの呪縛 みんなのGOLF３
FINAL FANTASY XII みんなのGOLF４
FINAL FANTASY ジラートの幻影 みんなのGOLFオンライン
FNAL FANTASY X-2 みんなのテニス
ファインディング・ニモ 無双OROCHI
ファンタビジョン 無双OROCHI　魔王再臨
ファントム・ブレイブ METAL GEAR SOLID2

は行

プレイステーション２ - ソフトリスト

は行　続き

ま行



風雲　新撰組 METAL GEAR SOLID3
BLEACH　選ばれし魂 メタルスラッグ　コンプリート
BLEACH　ブレイド・バトラーズ２ メルティブラッド　アクトガデンツァ
FIFA２００２ もじぴったん
フェイト／ステイナイト[レアルタ・ヌア] モンスターハンター２G
PETER JACKSON'Sキング・コング モンスターハンターG
FORMULA ONE 2001 モンスターファーム
武刃街　BUJINGAI モンスターファーム４
ぷよぷよ！ モンスターファーム５　サーカスキャラバン
PRIDE
プロサッカークラブをつくろう！３
プロサッカークラブをつくろう！

ヨーロッパチャンピオンシップ
プロ野球　熱スタ2006
プロ野球スピリッツ２
プロ野球スピリッツ４
プロ野球チームをつくろう！２
プロ野球チームをつくろう！2003
ポイズンピンク

幽☆遊☆白書フォーエバー ワールドファンタジスタ
ユニゾン WRC　ワールド・ラリーチャンピオンシップ
ようこそ　ひつじ村 ワイルドアームズ　アドヴァンスドサード
義経英雄伝 ワイルドアームズ　ザ　フィフスヴァンガード

湾岸ミッドナイト
ワンピースパイレーツカーニバル

Rez ONE PIECE　グラバトRUSH
らき☆すた～陵桜学園　桜藤祭～ ONE PIECE　グランドバトル！３
ラジアータ　ストーリーズ ONE PIECE　ランドランド！
ラチェット＆クランク
ラチェット＆クランク４th
ラブ★マージャン！
リッジレーサーファイブ
リモコロロン
龍が如く
龍が如く２
ルパン三世　魔術王の遺産
ローグギャラクシー
ロックマン　パワーバトルファイターズ
ロックマンX　コマンドミッション
ロックマンX７

ら行

わ行

プレイステーション２ - ソフトリスト
や行




