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株式会社スクウェア・エニックス 

 

 

 
株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：松田 洋祐）は、 

ドラゴンクエストシリーズの冒険をスマートフォンで手軽に楽しめる RPG「ドラゴンクエストモ

ンスターズ  スーパーライト（以下 DQM スーパーライト）」において、このたび、1,200万ダ

ウンロード突破とともに、引き続き、女優の能年玲奈さんを起用した新 TV-CM「４匹のスライム

たち」篇（15秒）を、明日 2015年４月１８日（土）から全国でオンエア開始いたしますので、

お知らせいたします。 

 

また、これを記念して、ランク Sのモンスターの地図が必ず手に入る“ランク S確定ふくびき

チケット”がもらえるキャンペーンなども実施いたします！ 

 
 

なお、今回も TV-CMと連動した特設サイトを公開！さまざまな個性の４匹のスライムたちを、

ひとり４匹（役）でそれぞれ魅力的に演じわけた「能年さんスライムたち」の魅力を存分にご堪

能いただけます。こちらでは、明日のオンエアに先駆けて TV-CM映像をご覧いただけるほか、

「TV-CMのメイキング映像」「インタビュー映像」もお楽しみいただけますので、ぜひお見逃し

なく。 

 

「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」TV-CM 特設サイト 

http://www.dragonquest.jp/dqmsl/cm/ 
 

＜商品概要＞ 

タ イ ト ル ：ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト 

対 応 機 種 ：iPhone、Android 

必 須 環 境 
：iOS6.0以降／Android OS4.0以降 

※対応端末については、アプリ購入ページでご確認ください 

ジ ャ ン ル ：スーパーライト RPG 

スマートフォン・タブレット向け 

「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」 

－1,200万ダウンロード突破！－ 
新TV-CM放映開始・特設サイト公開 ＆ CM連動キャンペーン実施のお知らせ 

 

http://www.dragonquest.jp/dqmsl/cm/


 

 

料 金 形 態 ：アイテム課金型（基本プレイ無料） 

公 式 サ イ ト ：http://www.dragonquest.jp/dqmsl/ 

App Store ：http://sqex.to/hcma 

Google Play ：http://sqex.to/hcmg 

権 利 表 記 

［映像や音楽を含む場合］ 

© 2014, 2015 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. 
© SUGIYAMA KOBO 
Developed by Cygames, Inc. 

［雑誌記事など、音楽を含まない場合］ 

© 2014, 2015 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. 
Developed by Cygames, Inc. 

 

「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」とは？ 

「ドラゴンクエスト」シリーズでおなじみのモンスターたちを仲間にして育成・配合しながらさ

らに強力なモンスターを生み出せる「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ。 

本作「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」は、シリーズの楽しさをそのままに、

スマートフォンやタブレットで手軽に大冒険を体験できる RPGです。 

 

くわしいゲーム内容については「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」公式サイトへ 

http://www.dragonquest.jp/dqmsl/ 
 
 

■TV-CM について 

“DQ史上最もドラマチックな CM”というテーマのもと、能年さんがドラゴンクエストシリー

ズを代表する人気モンスター「スライム」に扮し、ゲームの世界観を再現した舞台で躍動する本

作の TV-CMシリーズは、大変多くの皆様からご好評をいただいています。 

シリーズ第 5弾「4匹のスライムたち」篇で能年さんが演じるのは、スライム、メタルスライ

ム、ホイミスライム、メタルカイザーらスライム系の人気モンスターたち。夜の荒野で焚き火を

囲みながら、次に倒すモンスターをみんなで相談するという、冒険中のひとコマをコミカルに切

り取ったストーリーを通じて、今回のバージョンアップで新たに追加された最大 4人まで同時に

遊べる「マルチプレイ機能」を PRします。一番の見どころは、個性豊かな 4匹のキャラクター

を、口調や仕草、表情などを変えて、たった 1人で演じ分ける能年さんのお芝居。さらに、現実

世界を描いたラストカットの 4人の女性も合わせて、1人 8役に初挑戦したインパクト抜群の CM

にご注目ください。 

 
 

■能年玲奈さん出演 TV-CM 連動キャンペーン実施！ 

 
＜ＣＭ放映記念①＞ ランクＳ確定ふくびき券がもらえる！ＣＭ放映記念ログインボーナス！ 

キャンペーン開催期間中、ログインボーナスとして、 

ランク Sのモンスターの地図が必ず手に入る“ランク 

S確定ふくびきチケット”を、最大２枚（※）プレゼント！ 

パーティを強化できるこの大チャンスをぜひお見逃しなく！ 
※「ランクＳ確定ふくびき券」は開催期間中の初回ログインで１枚、さらに期間内のトータルログイン８日目でもう１枚プレゼ

ントします。 

※２日目から７日目のログインボーナスはジェム１００個がもらえます。また、８日目以降も、期間終了日まで毎日ジェム１０

０個がもらえます。 

※その他の詳細および注意事項については、ゲーム内お知らせもしくは公式サイトでご確認ください。 

 

［ 開催期間 ］ 2015年 4月 17日（金）4時 00分 ～ 2015年 5月 19日（火）3時 59分 

http://www.dragonquest.jp/dqmsl/
http://sqex.to/hcma
http://sqex.to/hcmg
http://www.dragonquest.jp/dqmsl/


 

 

 

＜ＣＭ放映記念②＞ ジェム購入で翌日ジェム１００個プレゼント！ 

キャンペーン期間中に、「ジェムを買う」にてジェムを 

購入されたみなさまに、翌日、無償ジェム１００個を 

お贈りする「ジェム割引キャンペーン」を実施！ 
※無償ジェムのプレゼントは、１日１回となります。 

※無償ジェム１００個は、翌日ゲーム内の手紙にてお贈りします。 

 

［ 開催期間 ］ 2015年 4月 17日（金）4時 00分 ～ 2015年 5月 19日（火）3時 59分 

 
＜ＣＭ放映記念③＞ 旅の僧侶復活割引キャンペーン！ 

期間中、旅の僧侶復活に必要なジェムの個数が下記のようになります！  

・全員の復活  ジェム１００個 ⇒ ジェム３０個 

・１体の復活  ジェム３０個 ⇒ ジェム１０個 
※期間中は何度でも上記のジェムで復活可能です。期間が過ぎましたら、全員の復活 ジェム１００個、１体の復活 ジェム３

０個が必要となります。 

※その他注意事項については、ゲーム内お知らせもしくは公式サイトでご確認ください。 

 

［ 開催期間 ］ 2015年 4月 17日（金）15時 00分 ～ 2015年 5月 18日（月）14時 59分 

 

 
■祝・バージョン２公開記念！無料地図ふくびきスーパー！ 

 
 

キャンペーン期間中に「無料地図ふくびきスーパー」を１日１回引くことができます！ 

なんと今回は、本作初の大型バージョンアップを記念して、バージョン２公開からゴールデン 

ウィークまでの長期キャンペーン！ 

この間に強力なモンスターを仲間にして、最強パーティを作りましょう！ 

 

［ 開催期間 ］ 2015年 4月 7日（火）4時 00分 ～ 2015年 5月 8日（金）14時 59分 

 
 

ニコニコ生放送 DQMSL公式番組「らいなま」毎月放送中！ 

ニコニコ生放送「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト生放送」略して「らいなま」 

第１０回目は、4月 22日（水）21時～放送！ 

今回は、バージョン２で実装された、最大５人で同時に遊べる「みんなで冒険」を出演者の皆さんと

一緒にプレイします！もちろん本作の最新情報も！？どうぞお見逃しなく！ 

 

【ＭＣ】 

広橋涼（声優） 

 

【出演者】（※五十音順・敬称略） 

クロちゃん（タレント） ／ 斉藤征彦（Ｖジャンプ編集部） 

柴貴正（DQMSLプロデューサー） ／ 千葉直人（DQMSL運営プロデューサー） 

 

DQMSLニコニコ生放送「第１０回 らいなま」の視聴およびタイムシフト予約はコチラ！ 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv215137377 

 

 

 

 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv215137377


 

 

 
 

                   名称 ： ドラゴンクエスト ポータルアプリ 

                   対応機種 ： iPhone、iPod touch、iPad、Android 

                   価格 ： 無料（一部有料コンテンツあり） 

                   公式サイト： http://www.dragonquest.jp/dqpteaser/ 

 

「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」やその他の「ドラゴンクエスト」関連の 

最新情報はもちろん、シリーズ本編のアプリ購入もできる！ 

 
 
 

「ドラゴンクエスト」シリーズ公式サイト「ドラクエ・パラダイス」 

http://www.dragonquest.jp/ 
 

 

 

 

 

 

＜ご参考＞ 

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コンテ
ンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代
表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（パッケージゲーム累計出荷本数6,400万本以上）、「ファイ
ナルファンタジー」シリーズ（同1億1000万本以上）、「トゥームレイダー」シリーズ（同4,200万本
以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。（http://www.jp.square-enix.com） 

 

※SQUARE ENIXおよび SQUARE ENIX ロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、 

トゥームレイダー／TOMB RAIDER、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、ドラゴンクエストモンスターズ／DRAGON 

QUEST MONSTERS、ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト／DRAGON QUEST MONSTERS SUPER LIGHT、その他の
社名、商品名は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。 

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 

「ドラクエ・パラダイス」は「ドラゴンクエスト」シ

リーズ総合公式サイトです。「ドラゴンクエストⅩ」、

「ドラゴンクエスト」シリーズの最新情報をお届けし

ていきますので、併せてご注目ください。 

http://www.dragonquest.jp/dqpteaser/
http://www.jp.square-enix.com/

