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インベーダーが、アミューズメント施設から家庭用ゲーム、ＰＣ、携帯電話までを席捲 

「スペースインベーダー」が生誕３０周年を迎え、新たなる侵略を開始！ 

タイトー、新ブランド戦略を発表 

株式会社タイトー（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長： 和田洋一）は、1978 年に世界的なブームを

巻き起こしたテレビゲームの元祖「スペースインベーダー」が、今年、生誕 30 周年を迎えるのにあたり、

新たなコーポレートブランド戦略を策定いたしました。コーポレートカラーを従来の青色から、お客様に夢

中になっていただける商品・サービスを提供する情熱を表す赤色へ変更。幅広い年代の方々に親しまれてい

る「スペースインベーダー」をブランドキャラクターとして採用し、さまざまな顧客接点で展開していきま

す。 

また、「スペースインベーダー」生誕 30 周年記念事業として、2008 年 4 月より順次、以下の新展開を行

ってまいります。 

 

■アミューズメント施設運営 

タイトーのアミューズメント施設の店舗ブランドを「タイトーステーション」に統一。ブランドロゴなら

びに店舗クルーの制服も一新し、お客様に安心・安全と夢中になっていただけるサービスを提供してまいり

ます。また、直営店の展開に加えて、フランチャイズ（FC）方式による店舗展開も開始し、都市部を中心と

した「タイトーステーション」ブランドの展開を加速いたします。 

 

■アミューズメントプライズ（景品） 

クレーンゲームの景品として、多彩な 30 周年記念プライズを発売いたします。 

アミューズメント施設でしか手に入れることの出来ないオリジナルのプライズです。 

 

■家庭用ゲーム 

Ｗｉｉ®対応新ゲームソフト「スペースインベーダー ゲットイーブン ～逆襲のスペースインベーダー

～」を 2008 年に発売いたします。新たなるスペースインベーダーの侵略が開始されます。 

 

■ＰＣ＆携帯コンテンツ 

世界のパソコンユーザーに向けて、ＰＣゲーム「スペースインベーダー世界大戦」を 08 年 4 月よりβ版、

6月より本格配信いたします。各国対戦のオンラインゲームです。 

 

■企業とのコラボレーション 

イタリア発のプレミアム・ストリートウェア「55DSL」ならびに、ニフティ株式会社が提供するブログサ

ービス「ココログ」とのコラボレーションが実現しました。 

 

タイトーは、今後も、「『楽しい』を、いろんな『形
ゲーム

』に」をキーワードに、「楽しさ」のイノベーション

に取り組んでまいります。「スペースインベーダー」生誕 30 周年記念事業ならびにタイトーの概要について

は、次ページ以降をご参照ください。 

 

 

 

 

    http://www.taito.co.jp/contact/form.html

この件に関するお問合せ先 

株式会社タイトー 広報・宣伝チーム 

お問い合わせはこちら  



■アミューズメント施設 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

アミューズメン 

 

★看板 

現在までの「青」を基調とした店舗看板を、新コーポレート

ブランドの「赤」を基調とした看板へ変更します。また、離

れた場所からも目立つデザインに一新していきます。 

★制服 

店舗クルー（従業員）が着用するユニフォームを一新し、新

コーポレートブランドのカラーを基調としたデザインに統

一します。お客様に、安心や安全を感じて頂ける様なイメー

ジで店舗のブランドイメージの向上を図ります。 

★ お客様の満足度 

２００８年４月後半より、直営店全店に、お客様の“楽しか

った”という満足度をご投票いただくための装置「ハッピー

ボタン」を設置します。「ハッピーボタン」でお客様に投票

いただいたポイントは各店舗の業績を評価する際の参考と

させて頂く予定です。 

 

その他の取り組み 

★クレーンゲーム機のデザイン 

２００８年４月下旬予定から一年間、直営店全店のクレー

ンゲーム機を「スペースインベーダー30 周年」をモチーフ

としたデザインに一新します。 

 

★メダリーフ 

スペースインベーダー30 周年記念のオリジナルメダリーフ

を順次店舗へ設置していく予定です。 

※メダリーフとは、この世に１枚、この場所でしか手に入

らない記念・限定メダルのことです。その場で無地の銅板

が圧延し楕円形に刻印されて出てきます。 

 

オリジナルメダリーフ 

安心・安全をブランドの柱として、お客様が“夢中”になっ

ていただける店舗として生まれ変わります。  

★店名 

従来は施設ごとの特徴に合わせた名称でしたが、全国の施設

を統一することで、お客様に安心して遊んでいただける施設

を目指します。 

タイトーの全アミューズメント施設１８２店舗（※）の店

舗ブランドを、順次、新「タイトーステーション」に統一い

たします。 

新ユニフォームのデザイン 

店舗の新看板 

※2007 年 12 月 31 日現在の店舗数です。 



■アミューズメントプライズ（景品） 

 

スペースインベーダー30周年を記念して、多彩な30周年記念プライズを発売いたします。 

ゲーム施設でしか手に入れることの出来ないオリジナルのプライズです。 

アーティストやキャラクターのコラボ企画のプライズも、毎月シリーズ化してご提供いた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

カラフルなインベーダ

ーフィギュアが、アクリ

ルキューブに入ったキ

ーチェンです。 

スペースインベーダー 

アクリルキーチェーン 

 

スペースインベーダー 

カラナビ付きボトル 

 

行楽シーズンにぴった

り、カラナビ付きのボト

ル。ドット絵デザインが

オシャレな一品です。 

スペースインベーダー 

バスタオル 

 

長さ120cmと大判のバス

タオル。30 周年記念オリ

ジナルデザインです。 

    

 

オリジナルのアミューズメントプライズ 

 アミューズメント施設でしか入手できない、自社企画・自社開発にこだわったオリジナ

ル製品です。 

 
 
 
 
 
 
 
 

未確認飛行物体 

ＵＦＯ―ＯＮＥ 

 

室内専用、赤外線コント

ロール。 

簡単操作で、上昇・下降

が思いのまま。 

ＴＨＥ ウソ発見器 

 

ウソ度のレベルがＭＡ

Ｘで、メインランプが点

灯しブザーが鳴ります。

発汗検知式ウソ発見器。

テルミンミン 

 

1919 年ソ連の科学者の

テルミンが発明した、世

界初の電子楽器のアミ

ューズメント版です。 

 

    
 

(C)TAITO CORP.1978,2008 

 



■家庭用ゲームソフト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

プレイヤーがインベーダーを操って地球を侵略するという、従来の「スペースインベーダー」

とは真逆の演出を行ったゲームです。「300 体のスペースインベーダー」達をｗｉｉリモコン

で操り、地球の防衛軍と戦い侵略します。 

概要 

ハード ： ｗｉｉ 

タイトル： SPACEINVADERS GET EVEN  

～逆襲のスペースインベーダー 

ジャンル： シューティング 

発売日 ： 2008 年予定 

価格  ： 未定 

(C)TAITO CORP.1978,2008 

 

「スペースインベーダー ゲット イーブン ～逆襲のスペースインベーダー～」 

ｗｉｉをプラットフォームとしたソフト 

※ゲーム画面は開発中のものです。  

 

ニンテンドー ＤＳ® ＆ ＰＳＰ®「プレイステーション・ポータブル」 

「スペースインベーダーエクストリーム」 

 

音と映像に彩られたスペースインベーダーの正統進化形！ 

ビジュアルとサウンドにかつてない新システムを採用しました。 

スペード感や、爽快感を大幅にアップさせるシューティングシステムを搭載しました。 

 

概要 

ハード ： ニンテンドーＤＳおよびＰＳＰ 

タイトル： SPACE INVADERS EXTREME（スペースインベーダーエクストリーム） 

ジャンル： シューティング 

発売日 ： 発売中（2008 年 2 月 21 日） 

価格  ： 3,990 円（税込） 

 

                

ＤＳソフト 

ＰＳＰソフト 

(C)TAITO CORP.1978,2007  



■携帯＆ＰＣコンテンツ 

ＰＣゲーム「スペースインベーダー世界大戦」 

 

世界のＰＣユーザーに向けて「スペースインベーダー世界大戦」を配信いたします。 

世界各国対戦のオンラインバトルを楽しむことができ、マウスクリックの簡単操作で 

襲撃してくるインベーダーをマウスに合わせるだけのシューティングゲームです。 

自国の失われた光を、スペースインベーダーを打ち落とす事で取り戻し、国別ランキング

を争います。 

 

「スペースインベーダー世界大戦」 

      
(C)TAITO CORP.1978,2008         ※ゲーム画面は開発中のものです。 

 

 

携帯コンテンツ「みんなでインベーダー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「みんなでインベーダー」は、「誰でも楽しめる」、「みんなで協力する」をコンセプトとし

たミニゲームコーナーです。「スペースインベーダー」をモチーフとしたカジュアルゲーム

をプレイしながら、都道府県対抗で競い合うなど、みんなで楽しみながら、協力してミッシ

ョンを達成していく新機軸のゲームが大集合しています。 

 

  

 

『みんなでインベーダー』 

「ｉモード®」版 

○配信開始日   2007 年 12 月 4 日（火） 

○アクセス方法  i メニュー → メニュー/検索 → ゲーム → ミニゲーム →  

インベーダーでＧＯ！ 

○対応端末    FOMA® 500Kアプリ ※機種によりご利用いただけない場合があります。 

○情報提供料   月額 315円（税込） 

 



「Yahoo!ケータイ」版 

○配信開始日   2007 年 12 月 4 日（火） 

○アクセス方法  メニューリスト → ケータイゲーム → ゲームパック →  

インベーダーでＧＯ！ 

○対応端末    3G対応端末 ※機種によりご利用いただけない場合があります。 

○情報提供料   月額 315 円（税込） 

 

「EZweb」版 

○配信開始日   2007 年 11 月 1 日（木） 

○アクセス方法  au one トップ→ カテゴリ検索→ ゲーム → 総合 →  

インベーダーでＧＯ！ 

○対応端末    EZアプリ（BREW3.1）対応機種でご利用いただけます。 

※機種によりご利用いただけない場合があります。 

○情報提供料   月額 315 円（税込） 

 

 

ケータイきせかえツール『LOVE キラ』 

 

「ＬＯＶＥキラ」は、ケータイの待ち受け画像やメニュー画面等を、洋服をコーディネイ

トする感覚で、まるごとカワイイ＆きらきらデザインに設定できるきせかえツールです。

20 代女性を中心としたいわゆるＦ１層をターゲットに据え、ターゲット層に人気の高い

「カワイイ」もの「きらきら」したものをデザインコンセプトとし展開してまいります。 

 
※きせかえツールとは、待受やメニューなどの画像・デザインを、きせかえツール機能に対応した「i モード」端末上

で待受画面やメニュー画面として一括設定することができる機能です。また Flash®で作成されたメニューやバッテリ

ー残量表示、電波強度表示などもカスタマイズ設定ができ、簡単な操作で表現力豊かなカスタマイズが可能となるツー

ルです。 

 

         
 

『LOVEキラ』 

○配信開始日   2007年11月5日（月） 

○アクセス方法  ｉMenu → メニュー/検索 → きせかえツール → LOVE キラ 

○対応端末    FOMA 903ｉシリーズ以降きせかえツール対応機種 

○情報提供料   月額 315 円/300 ポイント（月額 315 円に付き 300 ポイント付与） 

追加ポイント 個別従量 105 円/100 ポイント 

 

 



■ CD「SPACE INVADERS EXTREME AUDIO CLUSTER」リリース！ 

 

 

  

 

 

 

(C)TAITO CORP.1978,2008 

 

企業とのコラボレーション 

  

 

◆ タイトル：「SPACE INVADERS EXTREME AUDIO CLUSTER」

◆ 発売日 ：2008 年 3 月 19 日 
◆ 価格  ：2,600 円（税込） 

イタリア発のプレミアム・ストリートウェア 

「55DSL」とのコラボレーション！ 

「スペースインベーダー世界大戦」55DSL 

スペシャルエディション 

 

ＰＣゲームで紹介した「スペースインベーダー世界大戦」

が、55DSLスペシャルエディションが登場。イタリアの55DSL

デザインチームが、特別にデザインを制作しました。通常

版とコラボレーション版を同時配信いたします。 

 

配信日：2008 年 4 月オープンβ版配信予定 

2008 年 6 月本格稼動予定 

URL  ：http://spaceinvadersWW.com 

 

30 周年記念作品である「SPACE INVADERS EXTREME」 

ニンテンドーDS 版のサウンドトラックは、クール＆スタイ

リッシュな BGM。ゲームの進行に伴い BGM がエモーショナ

ルに変化するインタラクティブサウンドとBGM一体型サウ

ンドエフェクトの収録も実現。 

ZUNTATA の小塩広和がサウンドディレクション、サウンド

システムデザイン、メインコンポーザーを担当。 

 

(C)TAITO CORP.1978,2008 

 

 
 
 
 

                        

 
 
 
 
 

イタリアの 55DSL デザインチームがスペースインベーダー

とのコラボレーションＴ-ＳＨＩＲＴＳを特別にデザイン

しました。 

 

2008 年 4 月中旬より 55DSL 直営店等にて販売予定 
URL: www.55DSL.com 

 

コラボレーションＴ-ＳＨＩＲＴＳ 

55DSL×スペースインベーダー  

 



 

「スペースインベーダー」当時のオリジナル 

テーブル筐体（整備済み）をプレゼント！ 

詳しい内容は、2008 年 4 月 1日(火)に「Yahoo!JAPAN」上で

発表させて頂きます。 

30 周年を記念して、特設サイトが 2008 年 3 月 7 日

(金)よりオープンいたしました。 

30 周年記念年にスペースインベーダーのヒストリ

ーや新着ゲーム情報、開発者ブログ、イベント情報

など内容が盛りだくさんです。 

2008 年 4 月 1日（火）より、サイト内でキャンペー

ンも実施（予定）いたします。 

http://spaceinvaders.jp/index.html 

豊富なデザインテンプレートが特徴のニフティのブログ

サービス「ココログ」にてスペースインベーダーの 30 周

年記念バージョンのテンプレートを配信致します。 

「ココログ」は、誰でも簡単に無料でブログ開設が可能

なためスペースインベーダー30 周年記念デザインでブロ

グをはじめるチャンスです。 

テンプレート配信を記念したプレゼントキャンペーンも

実施中です。 

 

■テンプレート配信開始日 

2008 年 3 月 7日（金）スタート 

■キャンペーン期間    

2008 年 3 月 7日（金）～3月 19 日（水） 

■キャンペーン詳細 

55DSL×スペースインベーダー Ｔシャツをはじめ 

レアなスペースインベーダーグッズを22名さまにプレゼ

ント！ 

■応募期間 2008 年 3 月 7日（金）～3月 19 日（水） 

http://info.cocolog-nifty.com/campaign/ 

スペースインベーダーココログテンプレート 

http://design.cocolog-nifty.com/document/d_388.htm 

ココログ 

http://www.cocolog-nifty.com/ 

ココログ無料入会 

http://www.cocolog-nifty.com/start/index.htm 

 

■コンテスト情報 

■スペースインベーダー30th アニバーサリー特設サイトがオープン！ 

ニフティ株式会社とのコラボレーション 

■ 企業とのコラボレーション 

http://info.cocolog-nifty.com/campaign/
http://design.cocolog-nifty.com/document/d_388.htm
http://www.cocolog-nifty.com/
http://www.cocolog-nifty.com/start/index.htm

