2014 年 3 月 10 日
報道関係者各位
株式会社スクウェア・エニックス

「ドラゴンクエストⅩ dゲーム版」スマートフォンでのサービス開始と
先着 10 万人、3 日間（72 時間）無料キャンペーンのお知らせ

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、
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（代表取締役社長：加藤 薰、本社：東京、以下ドコモ）のク
ラウドゲームサービス「dゲーム」を利用した「ドラゴンクエストX dゲーム版」のスマートフォ
ンでのサービスを開始いたしました。またそれにあわせて、新たに「ドラゴンクエストX dゲーム
版」をプレイされる方先着10万人を対象に、プレイ料金が3日間（72時間）無料になるキャンペー
ンの実施を発表いたしました。

※写真はドラゴンクエスト スマートフォン「docomo SH-01F DRAGON QUEST」。写真はハメコミ合成です。
※画面は開発中のものです。

＜商品概要＞
：d ゲーム「ドラゴンクエスト X」対応端末
※対応端末、利用料金、利用環境および利用上の諸注意については、NTT
対 応 端 末
ドコモ「ドラゴンクエスト X d ゲーム版」特設ページをご確認ください。
http://www.dmkt-sp.jp/contents/sp/n/landing/dqpc.html
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＜ドラゴンクエストX＞
：
「ドラゴンクエスト X」
タ イ ト ル
基本パッケージ「ドラゴンクエスト X 目覚めし五つの種族 オンライン」
追加パッケージ「ドラゴンクエスト X 眠れる勇者と導きの盟友

ジ
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ル ：ロールプレイング／オンライン専用ソフト

対

応

機

種 ：Wii、Wii U、Windows®

オンライン」

基 本 プレ イ 人数 ：1人
希望小売価格
年齢別レーティング
（
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O

）

：Wii 版、Wii U 版、Windows®版 各 3,800 円 ＋ 税）
[パッケージ版／ダウンロード版] ※Wii版はパッケージ版のみ
全年齢（A）

※本製品をプレイするためには、「ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族
ストレーションコードが必要です。
※オンラインモードをプレイするには別途月額利用料金が必要です。

オンライン」のソフトおよびレジ

■「ドラゴンクエストX」について
2012年8月に、「ドラゴンクエスト」シリーズ初のオンライン専用ゲームとして「ドラゴンクエ
ストX 目覚めし五つの種族 オンライン」が発売されて以来、現在までにWii版、Wii U版、
Windows®版、dゲーム版で展開されている、日本最大級のオンラインRPGです。
初の追加パッケージとなる「ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オンライン」も2013
年12月5日（木）に発売。この「ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オンライン」で
は、謎の霧に覆われていた大地、「レンダーシア」での冒険ができるようになりました。
新たに本作をはじめる方、過去プレイしていた方に、冒険に役立つアイテムをプレゼントする「新
人さん＆カムバックさん応援キャンペーン」も、ご好評につき期間延長が決定しました。
そのほかにも、新人さん＆カムバックさんの冒険に役立つ情報満載の特設ページも公開されてお
りますので、公式プロモーションサイト、および公式プレイヤーサイトにて、詳細をご覧くださ
い。
ゲーム専用機をはじめとして、Windowsやdゲームなど、多様なプラットフォームにも展開し、さ
らに世界が広がってゆく「ドラゴンクエストX」にどうぞご期待ください。
「ドラゴンクエストX」公式プロモーションサイト：http://www.dqx.jp/
「ドラゴンクエストX」公式プレイヤーサイト「目覚めし冒険者の広場」：http://hiroba.dqx.jp/
■3日間（72時間）無料キャンペーン
キャンペーン期間： 2014年3月10日（月）～3月24日（月）9：59分終了 予定
キャンペーン対象： キャンペーン期間中に、「ドラゴンクエストX dゲーム版」を、ドコモの
タブレット・スマートフォンで新たにはじめていただいた方先着10万人の
お客様。
※すでにdゲーム版でプレイしている方は対象外となります。

参加方法：

アプリをダウンロードしていただき、ログインをすると自動で72時間無料
プレイがスタートします。詳しくはNTTドコモ「ドラゴンクエストX dゲ
ーム版」特設ページをご確認ください。

http://www.dmkt-sp.jp/contents/sp/n/landing/dqpc.html
※期間中でも10万人を突破した時点で本キャンペーンは予告なく終了となりますので
ご了承ください。
※本キャンペーンは通常3時間無料を72時間に延長しているキャンペーンとなります。
通常の3日間利用券とは異なりますのでご注意ください。

■「メタルスライムもりもり！新人冒険者ウェルカムイベント」開催決定！
集え！ルーキー！「メタルスライムもりもり！新人冒険者ウェルカムイベント」開催決定！
新生活シーズン、新たに「ドラゴンクエストX」をはじめるプレイヤー向けに「レベルアップ応援
イベント」を、3月20日（木）を皮切りにゲーム内で開催いたします。

プレイ開始40日以内のプレイヤーのみが入れるサーバー内で行うので、はじめたばかりのプレイ
ヤーの方も安心してご参加いただけます。
レベル上げをしながら、一緒に冒険する仲間も見つけられる大チャンス！
概要

イベント日程
開催場所

：たおすと経験値がたくさんもらえる、シリーズおなじみのモンスター「メタルスラ
イム」の仲間で、本イベント専用モンスター「メタルーキー」が、新人プレイヤー限
定専用サーバーに登場します！
：3/18（火）、4/3 （木）、4/20（日）、4/29（火・祝）
第1回 13:00-14:00 、第2回
17:00-18:00 ※各日2回、各1時間
：「始めたばかりの人専用」サーバー（サーバー９．サーバー１０）内に出現します。
※「始めたばかりの人専用」サーバーは、同一アカウント内で最も古いキャラクターのキャラ
クター作成日から40日の間だけ入ることができる、新人プレイヤー専用サーバーです。
※無料体験版でキャラクターを作成した場合も、最も古いキャラクターの作成日から40日以内
であれば、「始めたばかりの人専用」サーバーに入ることができます。

出現する
モンスター：

初心者でも倒しやすいメタルスライム、「メタルーキー」が出現します。上記の日程
のイベント中、サーバー9、10内で、一定確率で出現します。

■メタルーキー
やる気に満ちあふれた かけだし新人スライム。
メタルスライム先輩より
ちょっとだけうたれよわい。
※「メタルーキー」はシンボルではなく、他モンスターとの戦闘時に一緒に現れます。
※「メタルーキー」は、モンスター図鑑には載りません。

詳しいイベントの詳細は、公式プレイヤーサイト
「目覚めし冒険者の広場」をご覧ください。
http://hiroba.dqx.jp/sc/topics/detail/10a7cdd970fe135cf4f7bb55c0e3b59f/
無料体験版についてはこちらから
http://hiroba.dqx.jp/sc/public/playguide/wintrial_1/
■新規プレイヤー、復帰プレイヤー向けキャンペーン期間延長のお知らせ
新人さん＆カムバックさん応援キャンペーン好評につき期間延長！
特典受け取り期間： 2014年5月31日（土）23：59まで
対象：新規プレイヤー、復帰プレイヤー
今からでもたちまち立派な冒険者に！ 対象となる新人さん（新規プレイヤーの方）、カムバッ
クさん（復帰プレイヤーの方）のキャラクターが、キャンペーン期間内にゲームにログインする
と、プレイに役立つ豪華2大特典をプレゼント！
※「ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン」のみのプレイヤーも、対象となりま
す。

特典①

「エンゼルスライム帽」

特典②

「タダ土地チケット」×１枚

装備すると、レベル40になるまで獲得経験値が２倍に 住宅村の土地を、１区画タダで購入できるチケット。
なる帽子。この装備をかぶったふつうの仲間やサポー ※家は含みません。
ト仲間がパーティ内にいる場合も、パーティのメンバ
ー全員に効果があります。
※対象のアカウント１つに対し、特典①②を１セット付与します。

詳しくは、公式プレイヤーサイト「目覚めし冒険者の広場」をご覧ください。
http://hiroba.dqx.jp/sc/topics/detail/75fc093c0ee742f6dddaa13fff98f104/

■新人さん＆カムバックさんお役立ちページもオープン！
「今からはじめようと思うんだけど、何を準備すればいいのか…」
「ゲームをはじめたのはいいけれども、どのクエストから進めるのがいいの？」
「久々にゲームに戻ってきたんだけど、何をしたらいいかわからなくなってしまった！」
といった、新人さん、カムバックさんの悩みを解消する、お役立ち情報をまとめたページが出来
ました。冒険に迷ったら、こちらをチェック！
新人冒険者必見！お役立ち情報ページ
http://hiroba.dqx.jp/sc/topics/detail/389bc7bb1e1c2a5e7e147703232a88f6
■スクリーンショット

■制作スタッフ
ゼネラルディレクター
キャラクターデザイン
音楽
製作・開発

：堀井雄二
：鳥山 明
：すぎやまこういち
：株式会社スクウェア･エニックス

「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/
「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。
＜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6,200万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同
1億本以上）、「トゥームレイダー」シリーズ（同3,500万本以上）、「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/）
※Wii、Wii Uは任天堂の商標または登録商標です。
※Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
※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、目覚めし五つの種族、眠れる勇
者と導きの盟友、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。

