
SATURN VALLEY EXPRESS

衝撃的なニュースが飛び込んで
きた。1989年発売の『ＭＯＴＨＥＲ』、
および1994年発売の『ＭＯＴＨＥＲ２』
で使用された、各キャラクターのフ
ィギュアが、港区にある東京糸井
重里事務所の倉庫から発見された
というのだ。

ストリップ劇場がなくなっている！？
弊紙がつかんだ情報によると、この
たびゲームボーイアドバンス用ソフト
として生まれ変わった『ＭＯＴＨＥＲ
１＋２』は、移植に際して若干の表
現が変更されているようだ。たとえば
『ＭＯＴＨＥＲ』のサンクスギビングに
あった立て看板。オリジナルでは、
そこに「ストリップげきじょう けんせ
つよていち」と書かれているが、『ＭＯ
ＴＨＥＲ１＋２』では「れいのみせ」と変
更されている。これはモラル偏重に
よる表現規制ではないかと考えた
我々は、開発者の糸井重里氏を直
撃取材した。氏は、ストリップの歴
史と踊り子の衣装について２時間ほ
どたっぷり語ったあと、「残念だねえ」
とひとこと言ってグーグー寝始めた。

タバコをふかしながら主人公の前に現われるアウトローな敵、“カラス”
と“ブラブラだん”。しかしそんな彼らも、近年の嫌煙ブームの煽りを受け、
「自分の健康のために……」と、長年愛用してきたタバコをやめたようだ。

これらのフィギュアは当時のゲー
ムソフトの取扱説明書に掲載され
たものとまったく同じもので、保存
状態は極めて良好だという。
また、同事務所の倉庫からは、

ゲームソフト発売と同時期につくら
れたノベルティーグッズの一部やど
こにも出回っていないポスターな
ど、貴重な『ＭＯＴＨＥＲ』アイテムも
数多く発掘された。開発者である
糸井重里氏は思わぬお宝を前にし
て、「ちゃんとつくってたんだなあ」
としみじみしていた。
【エクスプレス＝N・カゼノ記者】
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Breakthrough!
Loads of treasure found
in the basement storage.
大発見！ 地下倉庫に眠っていた宝の山

Disappeared 'Strip Club'. Gone with the dream...
夢と消えたストリップ劇場

An Agony of a yankee,
whose cigarette wasconfiscated.
タバコをやめたツッパリ君の苦悩

「ヌスット広場」と呼ばれているフリーマーケットで、過激な販売文句で
ひとり売上を伸ばしている店があった。だが、衛生的に問題のある発言を
含んでいたため、広場の管理側から、宣伝について自粛勧告された模様。

A street seller's confession,
"Come on, fxxkin' Flies!"
路上販売員の激白 『ハエがたかってナンボ』

超人気女性歌手、ビーナスの公演に合わせて、トポロシアターの安全
管理が徹底されることに。これにより、歌手が身の危険を感じる過激な
声援を贈ることや、許可なくステージに接近することなどが禁止された。

Keep out freaks! The Toporotheater
has reinforced its security.
過激なファンはお断り! トポロシアターが警備強化

DOSEI-SAN
who disappeared.
消えた どせいさん

We did it! Excavated
many Franklin Badges.
フランクリンバッジ大量発掘

また、倉庫からは『ＭＯＴＨＥＲ』の巨
大なポスターも発見された。ところが
このポスター、赤地にゲームのロゴ
と、数ラインの英文字がプリントされ
ただけという、じつにシンプルなデザ
イン。発売日はおろか、ゲームである
ということすら記されておらず、その贅
沢なつくりが関係者をうならせた。

あのころのぼくらは、ゲー
ム業界の常識と戦いなが
ら、無理をして周辺のもの
もしっかりつくったんです。そ
れは非常識だと言われたも
のだけど、いまこうして残っ
ていることがすべての答え
ですよね。よくやったな、と
他人事のように思います。

Was this allowed at that time?
A challenge of MOTHER's poster.
当時はこれが許された？MOTHERポスターの暴挙

糸井重里氏が
語る！
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エンターブレイン刊

MOTHER 1+2
どせいさんのほん
7月中旬発売予定

予定価格1500円（税別）

MOTHER 1+2
パーフェクトガイドブック（仮）

7月下旬発売予定
価格未定

SECRET

倉庫から発掘され、関係者を驚か
せたのがフランクリンバッヂ。小学
館刊の攻略本、『マザー百科』の読
者プレゼント用賞品として作られた
もので、現在では入手はおろか見る
ことすら難しいとされていた。倉庫に
はその貴重なバッヂが数十個新品
のまま保管されていたという。

発見されたフィギュアのなかに、
どせいさんの姿がなかった。手を
尽くして調査したが、行方はようと
して知れない。どせいさんの不在
を重くみた糸井重
里氏は、すぐさま
復刻を指示。当時
の制作者により完
全復刻された。

http://www.nintendo.co.jp/
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Mother information
そのほかのMOTHER情報

『ＭＯＴＨＥＲ』の気持ち、あります。

糸井重里責任編集！ 伝説の本がいま甦る！！

●誰も知らなかった『ＭＯＴＨＥＲ』 糸井重里、超ロングインタビュー！！

●爆笑問題・太田光、スチャダラパー・ボーズ、『ＭＯＴＨＥＲ』の思い出を語る！！

●鈴木慶一×田中宏和×糸井重里、『ＭＯＴＨＥＲ』の音楽はこうしてつくられた！

●芥川賞作家・川上弘美のなかにある『ＭＯＴＨＥＲ２』

●吉田戦車、描き下ろし『ＭＯＴＨＥＲ』！！

●いまなお届き続ける『ＭＯＴＨＥＲ』ファンからのメール

小学館　ENCYCLOPEDIA MOTHER
マザー百科　新装復刻版
6月20日発売予定／予定価格905円

初心忘れるべからず……。

この本を作ったとき、私たちは「攻略本」という言葉を使わなかった。

単にゲームを攻略するための本ではない、ゲームの世界をより深く味

わうためのものだとして「ゲームガイドブック」と呼んだ。

今、この本と同じレベルのゲームガイドブックを作ることは難しい。

こういう時代だからこそ、小学館は『マザー百科』を新装復刻します。

「ほぼ日刊イトイ新聞」と「THE KING OF GAMES」のタッグ！ マザーTシャツいよいよ発売！！

スターマンT パワースポット8

『MOTHER』シリーズでキーポイント

に必ず登場した敵、スターマン。

白ボディの「どせいさんT」を陽とす

るならば、黒ボディの「スターマンT」

は陰。

黒ボディにスターマンのシルバーが

妖しく光る。SMAAAASH！

WEB限定発売！！

KOGでも初の発売となるロンT第

一号は「パワースポット８」。

『MOTHER2』をプレイしたことのあ

る人ならピン！ とくるはず。背中に

はパワースポットの名前と場所がプ

リン。第一弾の「どせいさんT」を彷

彿させるデザイン。

今秋発売予定。

『MOTHER1+2』をより楽しむために

NOW PRINTING

エンターブレイン刊　MOTHER1+2
パーフェクトガイドブック（仮）

７月下旬発売予定／価格未定

MOTHER1+2を余すところなく、完全攻略！

エリアマップはもちろん、アイテムや敵の詳細なデータもしっかり掲載

しています。ゲームボーイアドバンス版で初めてふれる人はもちろん、

復活を待ち望んでいたファンも納得の充実した攻略内容です。ファミ

通書籍編集部がお贈りする、究極のガイドブック。

あなたの冒険をしっかりサポートいたします。

どせいさんを愛する気持ちが、一冊の本になりました
エンターブレイン刊

MOTHER1+2 どせいさんのほん
監修・糸井重里　協力・任天堂株式会社

7月中旬発売予定／予定価格1500円（税別）

スーパーファミコンで発売された『MOTHER2』のアートディレクター、大山功一氏によるイメージ

イラストをふんだんに盛り込みました。さらに秘密の仕掛けで箱に収められた、どせいさんのぬ

いぐるみが付属しています。どせいさんと一緒に不思議な世界を旅してみませんか？

音で感じる『MOTHER』

東芝EMI MOTHER1+2
オリジナル・サウンドトラック
8月20日発売予定／予定価格2500円

メロディーが物語の大変重要なウェイトを占める『MOTHER１+

２』のサウンドトラックが登場！ ゲームの中から選りすぐりのメ

ロディーを、新しいサンプリング音源より、リアレンジ＆リミック

スしました！ 素晴らしいメロディーの数々をじっくり聴いていた

だける１枚です。監修は田中宏和、アレンジ＆ミックスには松前

公高と片岡知子が参加。ファン必聴盤です！

『MOTHER1+2』攻略はじめました

エンターブレイン刊
ファミ通キューブ+アドバンス　8月号

6月21日発売予定／予定価格590円

ファミ通キューブ＋アドバンスは、任天堂専門誌のナンバー1を

爆走中の月刊誌!! ゲームキューブとアドバンスの新作スクープ

や攻略記事が満載!! さらに付録充実でお買い得!! しかも全ペ

ージカラーで、すべての文字に読みがながついているから、誰

でも楽しめる!! 8月号は1冊に1コ、アドバンス＆アドバンスSP

ポーチがついてます!! 『MOTHER 1+2』の攻略もスタート！!!

商品の詳細については http://www.the-king-of-games.com/ をご覧ください

問い合わせ先：エンターブレイン 営業局　03-5433-7850 問い合わせ先：エンターブレイン 営業局　03-5433-7850

問い合わせ先：エンターブレイン 営業局　03-5433-7850

問い合せ先TEL：小学館書籍　営業部　03-5281-3556 問い合せ先TEL：東芝EMI ST2部　03-5512-8672

?

制作協力・ほぼ日刊イトイ新聞　発行・　　株式会社エンターブレイン
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