
                      
Vodafone and Square Enix Team Up To Offer Mobile Content on Vodafone live! 

Exciting New Games Coming To Vodafone live! European Markets  
 
LONDON, July 8th, 2004 - Vodafone and Square Enix™ (Square Enix Co., Ltd and Square Enix 

Ltd.) today announce their joint collaboration for the launch of new mobile content on Vodafone 

live!™. Best known for the world-renowned FINAL FANTASY® video game series, and marking its 

entry into the mobile gaming market in Europe, Square Enix is committed to bringing new and 

exciting games to the growing mobile gaming audience and is doing so first with Vodafone. The 

initial titles available for download on Vodafone live!™ will be Aleste™ and Actraiser™, both of 

which will debut in Vodafone Germany in July. The games will then be rolled out across other 

Vodafone live!™ European regions over the Summer, including UK, Spain, and Italy. A mobile 

version of Drakengard™, released this May on PlayStation® 2, is also planned for release during 

the summer. 

 

“The addition of Square Enix’s quality games titles to the Vodafone live!™ portfolio is a real win for 

our European customers. This agreement marks just the start of an exciting new relationship with 

Square Enix, with more classic titles to come,” said Tim Harrison, Head of Games, Vodafone 

Group Services Limited. 

 

“Our relationship with Vodafone in Europe allows us to offer mobile gamers the highest-quality 

original content Square Enix is famous for,” said Yoichi Wada, president of Square Enix Co., Ltd. 

"Going forward, we will work hard to continue releasing ground-breaking entertainment through 

the industry-leading Vodafone live! multimedia offering." 
 

In Aleste, the mobile version of the 80s home console classic, you become the pilot of an 

ultra-advanced attack craft, codenamed Aleste. Your mission sees you fearlessly flying through 

enemy-packed stages, collecting weapon power-ups on your way to the explosive end-of-level 

boss battles. Each level ramps up the challenge and will keep you coming back for more 



adrenaline-soaked arcade action! 

 

Actraiser challenges you to fight your way past centaurs, goblins, trolls and a menagerie of other 

mythical creatures in this side-scrolling action game. Armed with your mighty blade and plenty of 

determination, you must cleanse the landscape of hordes of evil monsters! Based on the classic 

Super Nintendo game of the same name, Actraiser brings classic console gaming to your mobile 

phone.  

 

Drakengard, Square Enix's new Action-RPG, was launched In Europe on the PlayStation®2 on 

May 21st, 2004. The mobile version of this brilliant console game sees you battling across four 

different locations, fighting Empire forces on the ground and in the air! Each level combines 

fantastic sword-slashing action and dragon-riding combat; the fight-back against the Empire starts 

here!  

 
- ends –  

 
 

For further information, please contact: 

 

Aileen Thompson/Emma Conlon 
Vodafone Group  
+44 (0) 1635 673310 
Emma.conlon@vodafone.com 
Aileen.thompson@vodafone.com  

 

About Vodafone 
Vodafone is the world’s largest mobile community, with equity interests in 26 countries and Partner 
Networks in a further 13 countries, serving over 133 million proportionate customers. 
 
Vodafone’s global consumer service offering, Vodafone live!, opens up a world of mobile colour 
communication, bringing news, information, e-mail, chat, location-based services, games and 
shopping to customers’ mobile devices.  
 

About Square Enix Co. Ltd. and Square Enix Ltd. 
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 60 million units worldwide and DRAGON 
QUEST (DRAGON WARRIOR™ in Europe) which has sold over 35 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.  More information on 
Square Enix can be found on the Internet at http://www.square-enix.co.jp . 
 

Stephanie Journau/Abbass Hussain 
Square Enix Ltd. 
+44 (0) 20 7291 5100  
stephanie@square-enix-europe.com  
abbass@square-enix-europe.com 



Square Enix Ltd., located in London, U.K., handles operations in Europe and other PAL territories 
including sales, marketing and publishing of Square Enix titles. More information on Square Enix 
Ltd. can be found on the Internet at http://www.square-enix-europe.com.  
 
 
 
Aleste: © 1988, 2003 AIKY / © 2003 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Actraiser: © 1990, 2003 Quintet / 
SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Drakengard: © 2003, 2004 cavia inc. / 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.  
"PlayStation" and the "PS" Family logo are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. 
 
© Vodafone Group 2004.  Vodafone and  Vodafone live! are trade marks of the Vodafone Group. Other product and 
company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2004 年 7 月 8 日 

＜ご参考資料＞ 

＊ 2004 年 7 月 8 日に欧州地域で発表されたプレスリリースの抄訳です。 

ボーダフォン 

株式会社スクウェア・エニックス 

      

ボーダフォンとスクウェア・エニックス 

Vodafone live!向けモバイルコンテンツの欧州地域提供で合意 

 

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）とボーダフォンは、スクウェア・

エニックスのモバイルコンテンツを Vodafone live!上で配信することを発表しました。スクウェア・

エニックスが欧州において携帯電話向けコンテンツを提供するのは今回が初となります。参入第 1 弾

のタイトルとなる「Aleste」と「Actraiser」は、7月よりドイツにてサービス開始となり、イギリス、

スペイン、イタリア等、その他の欧州地域の Vodafone live!においても随時配信が開始される予定で

す。また、5月に欧州で発売された PlayStation®2 向けゲーム「Drakengard」のモバイルコンテンツに

ついても今夏に配信開始予定です。 

 

ボーダフォン・グループ・サービス・リミテッド ゲーム部門 部長のティム・ハリソンは、「スクウ

ェア・エニックスの品質の高いゲームタイトルが Vodafone live!の一覧に加わったことは、欧州にお

ける我々のサービス加入者にとっても非常に有意義なことです。今回の合意は、スクウェア・エニッ

クスとの素晴らしい協力関係の始まりであり、由緒あるゲームタイトルが引続き Vodafone live!に登

場するでしょう。」と述べています。 

 

スクウェア・エニックス社長の和田洋一は、「ボーダフォンとの欧州地域における協力関係により、ス

クウェア・エニックスが得意とする高品質のオリジナルタイトルを、モバイルユーザーへお届けする

こととなりました。引続き、業界をリードする Vodafone live!のマルチメディアサービスにおいて、

革新的なエンターテイメントをお届けして行きたいと思います。」と述べています。 

 

アレスタは、80年代の家庭用ゲームタイトルをモバイル版にアレンジしたシューティングゲームです。

プレイヤーは最新鋭型攻撃機、アレスタのパイロットとなり、パワーアップアイテム等を集めながら、

多数の敵機が群がるステージを突き進んで行きます。最終ステージは、エンドレスに進み、レベルが

上がるごとに難易度があがっていきますので、白熱したプレーが楽しめます。 

 



アクトレイザーは横スクロール型アクションゲームです。プレイヤーは、強力な剣と強い決心の下に、

様々な魔物と戦い、悪魔に覆われた地を救済していきます。スーパーファミコン版で大人気となった

名作アクトレイザーが、モバイル端末にアレンジされて登場します。 

 

ドラッケンガードは、欧州にて2004年5月21日にPlayStation®2で発売されたスクウェア・エニックス

の新しいアクションRPGです。モバイル版では、地上戦と空中戦を含む4つのステージでの戦闘シーン

が楽しめます。全ての戦闘シーンで、剣を振り回して敵帝国軍を攻撃する地上戦闘と、ドラゴンに跨

ってシューティングを行う空中戦闘とを満喫し、敵帝国軍との迫力ある戦いをお楽しみください！ 

 

以上 

 

ボーダフォンについて 

ボーダフォンは世界最大の移動体通信事業会社です。現在、世界２６ヶ国で約 1 億 3,300 万人の（出

資比率ベース）加入者を持ち、さらに１３ヶ国の事業者と提携してサービスを提供しています。ボー

ダフォンが世界規模で展開する Vodafone live!は、メールやチャットサービス、最新ニュースから地

域に密着した情報の提供、ショッピング機能、またゲームダウンロード機能等を通して、携帯電話に

よるコミュニケーションの輪を広げています。 

 

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 3,500 万本以上、「ファイナルファンタジー」シリーズは 6,000 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。 
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