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ついに１００タイトル突破、『救声主』 採用のニンテンドーＤＳ®ソフト
ＣＲＩ、お好きなニンテンドーＤＳソフトが合計 100 名様に当たるキャンペーンを実施
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木久司、以下ＣＲＩ）が提供す
る任天堂株式会社の携帯ゲーム機 「ニンテンドーＤＳ®」専用の高音質サウンド再生システム
『救声主™ for NINTENDO DS®』（以下『救声主™ 』）をご採用頂いたソフトが、2008 年 12 月、ついに 100
タイトルを突破しました。（『救声主™ 』は「キュウセイシュ」と読みます。）
このたび、ご愛顧に感謝致しまして、『救声主™ 』をご採用頂いたニンテンドーＤＳ用ソフトが 100 名様
に当たるキャンペーンを実施致します。（キャンペーン期間：2008 年 12 月 17 日～2009 年 1 月 19 日）

『救声主™ 』は、ニンテンドーＤＳに最適化された高音質サウンド再生システムです。2006 年 11 月の発
売以来、その導入のし易さや音質、圧縮効率、信頼性などが評価され、実に 100 タイトル以上ものニンテン
ドーＤＳソフトをサウンド面でサポートしております。アドベンチャーゲームやロールプレイングゲームな
どキャラクターの「声」を大切にされているソフトをはじめ、語学教材のようにクリアな音質が求められる
ソフトまで、あらゆるタイプのソフトでご活用頂いております。（別添資料をご参照下さい。
）
※『救声主™ 』の採用タイトル一覧は、別添資料（『救声主™ 』採用タイトル一覧）をご覧下さい。
※ 最新の『救声主™ 』採用タイトルは下記 URL にてご確認頂けます。
http://www.cri-mw.co.jp/product/adoption/product/criss/index.html

今回、この『救声主™ 』の採用 100 タイトル突破を記念しまして、
「救声主 採用 100 タイトル突破 大感謝祭 100 名様にＤＳソフトが当たる！キャンペーン」を実施します。
『救声主™ 』をご採用頂いた全 102 タイトル（2008 年 12 月 18 日発売分まで）の中からお好きなソフトを
抽選で 100 名様、合計 100 本をプレゼント致します。ぜひこの機会に、より多くの方に『救声主™ 』による
高品質なサウンドを体感して頂ければと思います。
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キャンペーンには、どなたさまでもご応募頂けます。（当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせて頂
きます。）
■ キャンペーンの詳細
http://www.cri-mw.co.jp/ds100/

またはキーワード「DS100感謝祭」で検索！

■『救声主™ 』製品紹介ページ
http://www.cri-mw.co.jp/kyuseisyu/

またはキーワード「救声主」で検索！

《ゲーム開発者の方へ》
『救声主™ 』は、ニンテンドーＤＳ専用の高音質・高圧縮サウンド再生システムです。ニンテンドーＤＳ
に最適化されたコーデックにより、高圧縮でありながらセリフや音楽を高音質で再生することができます。
また、独自の補間技術により、ニンテンドーＤＳ標準の ADPCM 特有の金属的なノイズを抑え、音質の劣化
が起こりやすい女性の声などもいきいきと再現することができます。
『救声主™ 』をまだ試されたことのないゲーム開発者様のために、無料トライアル版をご提供しておりま
す。トライアル版でもすべての機能をお試し頂けますので、お気軽にお申し込み下さい。
■『救声主™ 』無料トライアル版

お申し込み

http://www.cri-mw.co.jp/trial/
ＣＲＩ･ミドルウェアは、多彩なツール＆ミドルウェア製品群『CRIWARE®』
を通じて、開発工数削減やコスト削減、クオリティ向上のお手伝いを致します。
開発者の皆さまがコンテンツの中身の創造・制作に専念して頂けるような環境の
実現をお約束致します。

※ NINTENDO DS、ニンテンドーＤＳは任天堂の登録商標です。
※ ＣＲＩ・ミドルウェア、ＣＲＩ・ミドルウェアロゴ、
「救声主」、「CRIWARE」は、日本およびその他の国における株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの登録商標または商標です。
※ 本ニュースリリース上に記載されているその他の記載の会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。
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別添資料
■『救声主™ 』採用タイトル一覧
タイトル名
1 テイルズ オブ ハーツ アニメムービーエディション
2 テイルズ オブ ハーツ CGムービーエディション
3 ブレイザードライブ
4 聞いてはじめる えいご会話トレーニング ききトレ
5 陰山英男の反復音読DS英語
6 幕末恋華・新選組 DS
7 ひぐらしのなく頃に絆 第二巻・想
8 Ultimate Band
9 Personal Trainer: Cooking
10 対戦!! 加トちゃんのころろんぺ!
11 ゼロからはじめる大人の5ヶ国語入門 英・仏・独・伊・西
12 いかもの探偵 -IKATAN13 ヴァルキリープロファイル -咎を背負う者14 VitaminY
15 テイルズ オブ イノセンス Welcome Price 2008
16 Disney High School Musical 3: Senior Year
17 にほんごであそぼDS
18 中村澄子 徹底指導 新TOEICテスト1日1分DSレッスン 1週間集中プログラム付
19 プリンセスメーカー4 DS スペシャルエディション
20 Rhapsody A Musical Adventure
21 星空のコミックガーデン
22 新世紀エヴァンゲリオン 綾波育成計画DS with アスカ補完計画
23 遙かなる時空の中で 夢浮橋
24 うわさの翠くん！！2 ふたりの翠！？
25 シグマハーモニクス
26 救急救命 カドゥケウス2
27 ロンQ! ハイランド in DS プープー星人現る!! 出ケツ大サービス! おならの祭典SP
28 マール王国の人形姫 天使が奏でる愛のうた
29 ポケットチャレンジＤＳ 高校受験英語・国語
30 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶシネマランド カチンコガチンコ大活劇!
31 もえスタ -萌える東大英語塾32 どきどき魔女神判２
33 NINJA GAIDEN:Dragon Sword
34 もえたん DS
35 NARUTO-ナルト- 疾風伝 最強忍者大結集 激突!! ナルトVSサスケ
36 Trauma Center: Under the Knife2
37 ひぐらしのなく頃に絆 第一巻・祟
38 BLEACH ザ・サード・ファントム
39 狼と香辛料 ボクとホロの一年
40 Nintendo Cooking Guide: Can't Decide What to Eat?
41 スペクトラルフォース ジェネシス
42 Breath 吐息は茜色
43 もっと TOEIC(R) TEST DSトレーニング
44 ゾンビ式 英語力蘇生術 ENGLISH OF THE DEAD
45 無限のフロンティア スーパーロボット大戦OGサーガ
46 緋色の欠片DS
47 ななついろ★ドロップスDS タッチではじまる初恋物語
48 初歩から覚える 大人の英単語練習
49 アンパンマンとあそぼ ABC教室
50 おしゃれに恋して2 -おしゃれプリンセス51 NEW HORIZON English Course 3DS
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タイトル名
地域
販売元
52 NEW HORIZON English Course 2DS
日本 パオン
53 NEW HORIZON English Course 1DS
日本 パオン
54 すばらしきこのせかい
北米 スクウェア・エニックス
55 すばらしきこのせかい
欧州 スクウェア・エニックス
56 親子で遊べるDS絵本 うっかりペネロペ 日本 テクモ
57 みんなでフラッシュ暗算DS
日本 マイルストーン
58 NINJA GAIDEN:Dragon Sword
北米 テクモ
59 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶシネマランド カチンコガチンコ大活劇! 日本 バンプレスト
60 NINJA GAIDEN:Dragon Sword
日本 テクモ
61 ドラマチックダンジョン サクラ大戦 ～君あるがため～ 日本 セガ
62 英検王 2級編
日本 学研インデックス
63 ドラえもん のび太と緑の巨人伝DS
日本 セガ
64 DS電撃文庫ADV バッカーノ!
日本 メディアワークス
65 るぷぷキューブ ルプ★さらだDS
日本 ディンプル
66 得点力学習DS 中3英語
日本 ベネッセコーポレーション
67 得点力学習DS 中2英語
日本 ベネッセコーポレーション
68 得点力学習DS 中1英語
日本 ベネッセコーポレーション
69 おじゃる丸DS おじゃるとおけいこ あいうえお 日本 Ｄ3・パブリッシャー
70 ファイナルファンタジー IV
日本 スクウェア・エニックス
71 ファイナルファンタジー IV
北米 スクウェア・エニックス
72 ファイナルファンタジー IV
欧州 スクウェア・エニックス
73 銀魂 銀玉くえすと 銀さんが転職したり世界を救ったり 日本 バンプレスト
74 テイルズ オブ イノセンス
日本 バンダイナムコゲームス
75 クレヨンしんちゃんDS 嵐を呼ぶぬってクレヨ～ン大作戦! 欧州 バンプレスト
76 スヌーピーといっしょにDS英語レッスン
日本 学研インデックス
77 The Simpsons Game
北米 EA
78 英語を食べる不思議な生物 Marsh
日本 ディンプル
79 THE FROGMAN SHOW DS だって、しょうがないじゃない。 日本 コンパイルハート
80 Rockman ZX Advent
北米 カプコン
81 あなただけのプライベートレッスン DSではじめる ティップネスのヨガ 日本 スクウェア・エニックス
82 うわさの翠くん!! 夏色ストライカー
日本 アイディアファクトリー
83 英検DSトレーニング
日本 IEインスティテュート
84 学研DS 新TOEIC(R)テスト完全攻略
日本 学研インデックス
85 英検王 準2級編
日本 学研インデックス
86 英熟語ターゲット 1000 DS
日本 IEインスティテュート
87 NEW 英単語ターゲット 1900 DS
日本 IEインスティテュート
88 すばらしきこのせかい
日本 スクウェア・エニックス
89 ロックマン ゼクス アドベント
日本 カプコン
90 どきどき魔女神判！
日本 ＳＮＫプレイモア
91 BLACK CAT 黒猫の協奏曲
日本 コンパイルハート
92 えんぴつで奥の細道DS
日本 サクセス
93 英検王 4級編
日本 学研インデックス
94 英検王 3級編
日本 学研インデックス
95 あらすじで鍛える速耳のススメDS
日本 IEインスティテュート
96 書き込み式「般若心経」練習帳DS
日本 IEインスティテュート
97 クレヨンしんちゃんDS 嵐を呼ぶぬってクレヨ～ン大作戦! 日本 バンプレスト
98 てのひら楽習 キクタンDS【Advanced】
日本 サクセス
99 てのひら楽習 キクタンDS【Basic】
日本 サクセス
100 アルクの10分間英語マスター 初級
日本 インターチャネル・ホロン
101 アルクの10分間英語マスター 中級
日本 インターチャネル・ホロン
102 アルクの10分間英語マスター 上級
日本 インターチャネル・ホロン
2008 年 12 月 18 日発売分まで

※上記の製品名、会社名は、各社の登録商標または商標です。
※タイトル順は、発売日が新しいもの順となっております。
※「Personal Trainer: Cooking」の表記を誤っておりました。お詫びして訂正いたします。（2008 年 12 月 17 日 11:00 更新）
※最新の『救声主™ 』採用タイトルは下記 URL にてご確認頂けます。
http://www.cri-mw.co.jp/product/adoption/product/criss/index.html
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