
マンガサンプル マンガサンプル アニメーションサンプル アニメーションサンプル ゲームサンプル ゲームサンプル メディアアートサンプル メディアアートサンプル

共通項目 ID M762616 M756265

共通項目 タイプ Item Item Item Item Item Item

共通項目 サブタイプ cm cm an an ma ma

共通項目 ジャンル 単行本 雑誌巻号 劇場上映 テレビレギュラー 展示・実演 展示・実演

共通項目 ラベル

新世紀エヴァンゲリオン 鋼鉄
のガールフレンド 2nd ポータ
ブル. 株式会社サイバーフロン
ト. プレイステーション・ポー
タブル. [online resource]

ポケットモンスター X <ダウン
ロード版>. 任天堂株式会社. ニ
ンテンドー3DS. [online 
resource]

催事の内容 (事後情報)

共通項目 シリーズ名 文化庁メディア芸術祭 第3回

共通項目 シリーズ名（ヨミ）

共通項目 シリーズ名（ローマ字）

共通項目 シリーズ名（外国語）
Japan Media Arts Festival 
[3rd]

共通項目 タイトル ポケットモンスター ちゃお
劇場版ポケットモンスター 幻
のポケモン ルギア爆誕

ポケットモンスター アドバン
スジェネレーション

新世紀エヴァンゲリオン 鋼鉄
のガールフレンド 2nd ポータ

ポケットモンスター X
劇場版ポケットモンスター幻の
ポケモン ルギア爆誕

A-Volve

共通項目 タイトル（ヨミ） ポケットモンスター チャオ ＼＼ Ciao
ポケットモンスター マボロシノ
ポケモン ルギアバクタン

ポケットモンスター アドバン
スジェネレーション

シンセイキ エヴァンゲリオン 
コウテツ ノ ガールフレンド 
2nd ポータブル

ポケット モンスター X

共通項目 タイトル（ローマ字）
Shinseiki evangerion kotetsu 
no garufurendo sekando 
potaburu

Poketto monsuta ekkusu

共通項目 タイトル（外国語） REVELATION LUGIA A-Volve

共通項目 サブタイトル 最初のポケモン! 最後の戦い!!

共通項目 サブタイトル（ヨミ）

共通項目 サブタイトル（ローマ字）

共通項目 サブタイトル（外国語）

共通項目 巻 22

共通項目 号 第1巻 3 186

共通項目 バージョン

共通項目 作者 [著]穴久保幸作
[ピカチュウプロジェクト
99][監督]湯山 邦彦

クリスタ・ソムラー  ＼＼ ロラ
ン・ミニョノー

共通項目 作者（ヨミ） アナクボコウサク

共通項目 スタッフ [編集人]横田清

[脚本]米村正二 ／ [演出]牧野行
洋 ／ [絵コンテ]秦 義人 ／ [作
画監督]市川雅也 ／ [作画監督]
平川亜喜雄 ／ [美術監督]金村
勝義

共通項目 キャスト

共通項目 発行者 小学館 ∥ ショウガクカン 小学館 ∥ ショウガクカン 東宝 TX系列 株式会社サイバーフロント 任天堂株式会社

共通項目 公開年月日 1996-12 1998-02ｰ01 2006ｰ08-24 2009/12/24 2013/10/12 2000ｰ02-25 2003ｰ03-21

共通項目 概要
ローカルプレイ時2-4人プレイ
可能 インターネットプレイ時
2-4人プレイ可能

[展示・実演]:デジタルアート
（ノンインタラクティブ）部門
/Digital Art(Non Interactive 
Art) Division

《エー・ヴォルヴ》はインタラ
クティブな環境であり，水を
はったガラスの水槽という実際
の空間で，観客が仮想生物とイ
ンタラクトするものである．
タッチスクリーン上に指で任意
の断面と側面の形を描くことに
よって，三次元の生物が作り出
される．これらの生物はただち
に水槽に送られ，水の中に三次
元の生命体として映し出され
る．特別に開発されたエディ
ターにより，観客は指でどんな
かたちも作ることができ，リア
ルタイムにそれを変形・変化さ
せることができる．この三次元
の形にはただちに「生命」が与
えられ，水槽の水の中を泳ぎ回
る．これらの仮想生命体は，進
化の法則にのっとっていて，人
間による創造と決定の作用を受
ける．仮想生命体は，水の中の
観客の手の動きに対して敏感
で，そのふるまいに反応する．
観客は彼らをつかまえたり，リ

共通項目 キーワード・タグ

共通項目 言語 日本語

共通項目 国際地域

共通項目 外部ID

共通項目 総会数

共通項目 開始年月日 2000ｰ02-25  1994-10-07

共通項目 終了年月日 2000ｰ03-02  1994-10-20

共通項目 関係（isPartOf）

共通項目 関係（hasPart）

追加項目 ISBN 4091425119

追加項目 表示号数 表示号数2

追加項目 通巻 304

追加項目 製本 無線綴

追加項目 レイティング G G

追加項目 放送時間 81

追加項目 発表場所 NTT / ICCギャラリー

追加項目 種別 rcgs:OnlinePackage rcgs:OnlinePackage

追加項目 並列タイトル ダウンロード版

追加項目 ブランド サイバーフロント 任天堂

追加項目 出版社名 株式会社サイバーフロント 任天堂株式会社

追加項目 出版日 2009/12/24 2013/10/12

追加項目
メインユニット形式-キャリ
ア種別

http://rdaregistry.info/termLis
t/RDACarrierType/1018

http://rdaregistry.info/termLis
t/RDACarrierType/1018

追加項目
メインユニット形式-メディ
アフォーマット種別

MEDIAFORMAT0000110 MEDIAFORMAT0000110

追加項目 ゲームプラットフォーム PLATFORM0000067 PLATFORM0000055

追加項目 価格 2800円 (税込) 4571円 (税抜)

追加項目 年齢レイティング RATING0000003 RATING0000001

追加項目 プレイヤー数 1 Player
1 Player ＼＼ ローカルプレ
イ: 2-4 Players ＼＼ イン
ターネットプレイ: 2-4 Players

追加項目 システム要件
推奨：3D映像（※戦闘やイベ
ントの一部、デモシーンな

追加項目 著作権表記 ©gainax・カラー ©cyberfront

©2013 Pokémon. ©1995-2013 
Nintendo/Creatures Inc. 
/GAME FREAK inc. ポケットモ
ンスター・ポケモン・Poké
monは任天堂・クリーチャー
ズ・ゲームフリークの登録商標
です。

追加項目 出典

全件検索可能CD-ROMデータ
ベース付き超絶大技林 全26機
種掲載 2011年秋完全全機種版 
＼＼ プレイステーション® オ
フィシャルサイト 
http://www.jp.playstation.com
/software/title/jp0287npjh502
06_000000000000000000.html 
(参照 2013/8/22)

NINTENDO PRODUCT 
CATALOG 1889-2013 ＼＼ 
任天堂ホームページ 
http://www.nintendo.co.jp/3d
s/ekjj/detail/index.html (参照 
2014/9/6)

追加項目 メモ PACAGEMAPPING0080713 PACAGEMAPPING0072902



マンガサンプル マンガサンプル アニメーションサンプル アニメーションサンプル ゲームサンプル ゲームサンプル メディアアートサンプル メディアアートサンプル

関連資料 タイプ Item Item Item Item item item

関連資料 サブタイプ cm cm an an gm gm

関連資料 ジャンル 原画 原画 攻略本 フライヤー

関連資料 ラベル

[攻略本] ヘラクレスの栄光 4 
神々からの贈り物 攻略ガイド
ブック 下巻. [徳間書店インター
メディア株式会社]. 1994-11-
04. volume.

[フライヤー] 株式会社アスク 
法人様向け eスポーツ関連商品
ならびカスタマイズのご案内. 
アスク. sheet.

催事印刷物 文献情報

関連資料 シリーズ名 サルゲッチュ ビーダマン
ファミリーコンピュータ 
Magazine

サム・フランシス「ブルー」展
エレクトリフィング・アート─
─田中敦子 1954-1968

関連資料 シリーズ名(ヨミ） サルゲッチュ ビーダマン

関連資料 シリーズ名（ローマ字）

関連資料 シリーズ名（外国語） Sam Francis BLUE BALLS
Electrifying Art──Atsuko 
Tanaka 1954-1968

関連資料 タイトル 東京チャキチャキ娘
はみだしっ子 われらはみだしっ
子

サルゲッチュ #25 生コンテ

爆球連発!!スーパービーダマン 
#12 爆突！スナイパーガンマVS
風のビリー 6/28～7/2 OA 

ヘラクレスの栄光 4 神々からの
贈り物 攻略ガイドブック 下巻

株式会社アスク 法人様向け eス
ポーツ関連商品ならびカスタマ
イズのご案内

青の悪意（サムのための断片） PLATES PART 1

関連資料 タイトル（ヨミ）
トウキョウ チャキチャキ ムス
メ

ハミダシッコ ワレラハミダシッ
コ

ヘラクレス ノ エイコウ 4 カミ
ガミ カラ ノ オクリモノ コウ
リャク ガイドブック ゲカン

カブシキ ガイシャ アスク ホウ
ジンサマ ムケ eスポーツ ショ
ウヒン ナラビ カスタマイズ ノ 
ゴアンナイ

関連資料 タイトル（ローマ字）
Herakuresu no eiko 4 
kamigami karano okurimono 
koryaku gaidobukku gekan

Kabushiki gaisha asuku 
hojinsama muke isupotsu 
kanren shohin narabi 
kasutamaizu no goan'nai

関連資料 タイトル（外国語）
Malice in Blue (fragments for 
Sam)

Plates Part 1

関連資料 サブタイトル 20 ／ 0.22
ヘラクレスの栄光 IV 神々から
の贈り物

無題──作品（ベル）のための
習作

関連資料 サブタイトル（ヨミ）

関連資料
サブタイトル（ローマ
字）

関連資料 サブタイトル（外国語）

関連資料 巻
週刊東京版 単行本1巻前半分
／1

25話 12話
Untitled──Study for "Work" 
(Bell)

関連資料 号 20 ／ 0.22

関連資料 バージョン

関連資料 作者 杉浦幸雄 三原順 アスク

関連資料 作者（ヨミ） スギウラユキオ ミハラジュン

関連資料 スタッフ

関連資料 キャスト

関連資料 発行者
徳間書店インターメディア株式
会社

アスク グレイ・アート・ギャラリー

関連資料 公開年月日 6/28～7/2 22402 2004

関連資料 概要

関連資料 キーワード・タグ catalogue catalogue

関連資料 言語 日本語 日本語 日本語 日本語
http://id.loc.gov/vocabulary/is
o639-2/jpn

http://id.loc.gov/vocabulary/is
o639-2/jpn

関連資料 国際地域 日本国 日本国

関連資料
サムネイル表示ステータ
ス

関連資料 外部ID

関連資料 総回数

関連資料 開始年月日 22402 2004

関連資料 終了年月日

関連資料 関係（isPartOf）

関連資料 関係（hasPart）

関連資料 作者（ID） A100074673 A100043098

関連資料 スタッフ（ID）

関連資料 関連する作品

MMT000108150／週刊東京
1955年9月1週 ～ 週刊東京1955
年3月31日号／WTKOrgl／東京
チャキチャキ娘 第1巻 1958年 
きんらん社／MMM000108150

MMT000003989／
MMM000003990／『はみだ
しっ子』白泉社文庫1巻 白泉社

EVT-414

関連資料 フォーマット 冊子 シート

関連資料 数量 28 30 A4サイズ片面70枚 VHS1本 52 pages 1 folded sheet (4 pages)

関連資料 大きさ B4 封筒のサイズA３ 192×104×26（ｍｍ） 18.2 cm 29.7 * 21 cm

関連資料 素材 紙 プラスチック 紙 紙

関連資料 GTIN

関連資料 ISBN

関連資料 ISSN

関連資料 型番

関連資料 全国書誌番号

関連資料 国会図書館書誌ID

関連資料 OCLCナンバー

関連資料 外部の関連リソース

関連資料 著作権年

関連資料 制作地

関連資料 出版地 [東京都港区] 東京都千代田区

関連資料 出版者 小学館プロダクション C45013 C44984

関連資料 サブユニットリスト
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30

関連資料 価格

関連資料 提供者URL
https://collection.rcgs.jp/s/rcg
s/resource/RELATEDINSTANC
E0020493

https://collection.rcgs.jp/s/rcg
s/resource/RELATEDINSTANC
E0021095

関連資料 URL

関連資料 アクセス制限 センター内利用可能 センター内利用可能

関連資料 画像

関連資料 保管者 京都国際マンガミュージアム 明治大学米沢嘉博記念図書館 C45021 C45021

関連資料 データ提供者 C45021 C45021

関連資料 状態
28cm × 38.8cm ／ 「5
寸」「7寸8分」「に」表記あり
／2色カラー

2色原稿あり／原画サイズにバ
ラつきあり

関連資料 所有・管理履歴

関連資料 出典

関連資料 メモ
週刊東京1956年新年特別号掲
載、No.20 ／ 単行本26P収

関連資料 データの状態


