
    
 

 
  

 
VERIZON WIRELESS AND SQUARE ENIX TEAM UP TO DELIVER 

INNOVATIVE GAMES FOR GAMERS ON-THE-GO 
 

Exciting New Games Coming To Verizon Wireless’ Get It Now Customers 
 
BEDMINSTER, NJ and LOS ANGELES, Calif. (December 10, 2003) –– Square Enix U.S.A., Inc. 

(“Square Enix U.S.A.”), the publisher of Square Enix™ interactive entertainment products in North 

America, and Verizon Wireless, the nation’s largest and most reliable wireless service provider, today 

announced they will launch a range of wireless games on Verizon Wireless’ Get It NowSM service.  Best 

known for the world-renowned FINAL FANTASY video game series and marking its entry into the mobile 

gaming market in North America, Square Enix is committed to bringing new and exciting games to the 

growing mobile gaming audience.  The first of its games, Brave Shot™, is available starting today and 

other games will be announced at a later date. 

 

Brave Shot is a full-color, vertical scrolling shooter game for Verizon Wireless’ Get It Now service.  The 

game will be available for download and purchase on select Get It Now-enabled Verizon Wireless phones.  

Reminiscent of the classic arcade shooters, Brave Shot allows the player to choose from two different types 

of cannons as well as a limited supply of smart bombs.  Simple gameplay combined with great graphics and 

huge boss battles make this the ultimate pick-up-and-play experience.    

 

Brave Shot is the first game developed by Square Enix that is released first in the U.S.  Get It Now 

customers can purchase Brave Shot starting today for $1.99 monthly access or $4.99 for unlimited use 

purchase.  Download charges for the Get It Now applications vary and airtime charges apply when 

browsing, downloading and using certain applications.  For more information on Verizon Wireless’ Get It 

Now service, visit www.verizonwireless.com/getitnow.  Additional information on Brave Shot and Square 

Enix’s mobile gaming content is available at http://www.square-enix-usa.com. 

 

“Our relationship with Verizon Wireless and its Get It Now service in the U.S. allows us to reach out to 

wireless gamers and provide them with fresh, new content they have been craving,” said Yoichi Wada, 

president of Square Enix Co., Ltd.  “The mobile gaming market presents an enormous opportunity for 

growth and we are planning to launch several new titles for the Get It Now platform over the course of the 

next year.” 
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About Get It Now 

Get It Now from Verizon Wireless puts a virtual software store inside a wireless phone. Customers with 

Get It Now-capable phones can download applications over the air and purchase them from their phones. 

getTXT, getIM and getEMAIL help customers stay in touch and communicate with others. getGAMES 

keeps customers entertained, while getGOING applications, made for today’s mobile lifestyle, offers 

restaurant location services with maps, directions and more. View and share digital photos with getPIX, 

check out Web cams with getFLIX or identify incoming callers by assigning a unique ring with getTONES. 

getALERTS keeps customers informed while getBROWSING lets them access the Web from their wireless 

phone. 

 

About Verizon Wireless  

Verizon Wireless is the nation’s leading provider of wireless communications. The company has the largest 

nationwide wireless voice and data network and 36 million customers. Headquartered in Bedminster, NJ, 

Verizon Wireless is a joint venture of Verizon Communications (NYSE:VZ) and Vodafone (NYSE and 

LSE: VOD). Find more information on the Web at http://www.verizonwireless.com. 

 

About Square Enix Co. Ltd. and Square Enix U.S.A., Inc. 

Headquartered in Tokyo, Japan, Square Enix Co., Ltd. (Square Enix) develops, publishes, and distributes 

entertainment content including interactive entertainment software and publications in Japan, North 

America, Europe, and Asia.  Square Enix brings two of Japan’s best-selling franchises – FINAL 

FANTASY®, which has sold over 47 million units worldwide and DRAGON QUEST (DRAGON 

WARRIOR® in North America) which has sold over 31 million units worldwide – under one roof.  Square 

Enix is one of the most influential providers of digital entertainment content in the world and continues to 

push the boundaries of creativity and innovation.   

 

Square Enix U.S.A. Inc., located in Los Angeles, Calif., handles operations in North America including 

localization, marketing, and publishing of Square Enix titles.  More information on Square Enix U.S.A. can 

be found on the Internet at http://www.square-enix-usa.com.  
 
Brave Shot: ©2003 SQUARE ENIX CO., LTD.  All Rights Reserved. FINAL FANTASY is a registered trademark of Square Enix Co., Ltd.   
SQUARE ENIX is a trademark of Square Enix Co., Ltd.  All other trademarks are the property of their respective owners.  
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2003 年 12 月 11 日 

＜ご参考資料＞ 
＊2003年12月10日に米国で発表されたプレスリリースの抄訳です。 

 

 

 
ベライゾン・ワイヤレス 

株式会社スクウェア・エニックス 

 

    

米国ベライゾン・ワイヤレスとスクウェア・エニックス米国ベライゾン・ワイヤレスとスクウェア・エニックス米国ベライゾン・ワイヤレスとスクウェア・エニックス米国ベライゾン・ワイヤレスとスクウェア・エニックス    

携帯電話向けゲームで協力携帯電話向けゲームで協力携帯電話向けゲームで協力携帯電話向けゲームで協力    

ベライゾン・ワイヤレスの『Get It Now』にゲームコンテンツを提供 

    
株式会社スクウェア・エニックス（以下スクウェア・エニックス）と米国ベライゾン・ワイヤレス（以下ベライゾン・

ワイヤレス）は、ベライゾン・ワイヤレスの『Get It NowSM』サービス上で携帯電話向けゲームコンテンツを提供

していくことを発表しました。スクウェア・エニックスにとっては、今後の成長が期待される米国の携帯電話向け

ゲーム市場への初参入となります。コンテンツ第 1 弾として、本日（米国時間 2003 年 12 月 10 日）より「Brave 

Shot™」の提供を開始し、今後も様々なゲームコンテンツを追加していく予定です。 

 

「Brave Shot」は、 フルカラーの縦スクロールタイプのシューティングゲームです。ベライゾン・ワイヤレスの数

種類の『Get It Now』対応端末からダウンロードおよび購入することができます。クラシック・アーケードゲーム

のように、プレーヤーは２種類のレーザーとスマート爆弾を用いて敵を倒します。簡単で分かりやすい操作性、

美麗なグラフィックス、巨大なボス戦が魅力となるゲームです。    

 

「Brave Shot」 は、スクウェア・エニックスが米国でのリリース向けに開発した初めてのタイトルです。『Get It 

Now』のお客様は、月額 1.99 ドルもしくは従量 4.99 ドルで「Brave Shot」 をご利用頂けます。『Get It Now』の

ダウンロード料金はコンテンツごとに異なり、別途通信料がかかります。ベライゾン・ワイヤレスの『Get It 

Now』サービスの詳細については、www.verizonwireless.com/getitnow をご参照下さい。  「Brave Shot」及び

スクウェア・エニックスの携帯電話向けコンテンツの詳細については、http://www.square-enix-usa.com をご

参照下さい。 

 

スクウェア・エニックス社長の和田洋一は、「ベライゾン・ワイヤレスとの協力により、『Get It Now』サービスを

通じて、米国のお客様に弊社のコンテンツを提供できることとなりました。携帯電話向けゲームの市場は大き

な成長が見込まれるものであり、今後も『Get It Now』プラットフォームを通じて多くのコンテンツを提供していく

予定です」と述べています。 
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Get It NowGet It NowGet It NowGet It Now についてについてについてについて    

ベライゾン・ワイヤレスの『Get It Now』は、携帯電話上でソフトウェアのバーチャルショップを実現します。『Get 

It Now』のお客様は、携帯電話を通じてアプリケーションをダウンロードし購入することができます。「ｇetTXT」、 

「getIM」、「getEMAIL」は、お客様のコミュニケーションを促進します。「ｇetGAMES」は、エンタテインメントを提

供し、「getGOING」は地図付きでレストランの場所をお知らせするなど、携帯電話を用いた新しいライフスタイ

ルの提案をします。 「getPIX」では写真を見たり他の人に送ったりできます。「getFLIX」を使うと Web カメラを

用いた画像を見ることができます。また「getTONES」を使うと発信者ごとに着信音を変えることができます。「ｇ

etALERTS」はアラート情報を提供し、 「getBROWSING」によってウェブサイトの閲覧を携帯電話から行うこと

ができます。 

 

ベライゾン・ワイヤレスについてベライゾン・ワイヤレスについてベライゾン・ワイヤレスについてベライゾン・ワイヤレスについて        

ベライゾン・ワイヤレスは、米国におけるワイヤレス・コミュニケーションのリーディング・プレーヤーです。米国

全土をカバーする業界最大規模の音声及びデータの無線ネットワークを、3,600 万人の顧客に提供していま

す。本社はニュージャージー州のベッドミンスターにあり、Verizon Communications (NYSE:VZ) と Vodafone 

(NYSE and LSE: VOD)によるジョイントベンチャーとして設立されました。詳細については、 

http://www.verizonwireless.com. をご覧下さい。    

    

株式会社スクウェア・エニックスについて株式会社スクウェア・エニックスについて株式会社スクウェア・エニックスについて株式会社スクウェア・エニックスについて    

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なデジタルコンテンツ

のヒット作を生み続けるリーディングカンパニーです。代表作「ドラゴンクエスト」シリーズはこれまでに 3,100

万本以上、「ファイナルファンタジー」シリーズは 4,700 万本以上の世界出荷を記録しています。スクウェア・エ

ニックスに関する詳細は、http://www.square-enix.co.jp/ をご覧下さい。 

 
以 上 

 

＊ Brave Shot、スクウェア・エニックス、FINAL FANTASYは、米国およびその他の国における株式会社スクウ

ェア・エニックスの商標または登録商標です。 

 

 

 

 


