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ニンテンドー3DSソフト
「ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3」
発売日・価格決定のお知らせ

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、人気
のロールプレイングゲーム「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ最新作となる、
「ドラゴン
クエストモンスターズ ジョーカー3（以下、DQM ジョーカー3）」
（対応機種：ニンテンドー3DS™
シリーズ）の発売日と価格を決定いたしました。
記
「ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3」
対応機種： ニンテンドー3DS シリーズ
発売日： 2016 年 3 月 24 日（木）予定
希望小売価格： 各 5,250 円＋税

[パッケージ版／ダウンロード版]

「ドラゴンクエスト」シリーズ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「DQM ジョーカー3」は、2006 年発売の「ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー」
から始まる“ジョーカー”シリーズの最新作です。
おなじみのモンスターたちをはじめ、新モンスターも追加され“ジョーカー”シリーズでは最多と
なる 500 体以上のモンスターが登場！
また、本作で新たに搭載された “ライドシステム”により、登場するすべてのモンスターに
乗

る

ライドすることも可能！陸上・水中・空中と、かつてない冒険の旅が繰り広げられます。
なお、本日、
「DQM ジョーカー3」のプロモーションサイトを公開いたしました。発売日・価格
決定のお知らせとともに予約特典情報も公開しています。また、今月 19 日（土）・20 日（日）
に千葉・幕張メッセにて開催される「ジャンプフェスタ 2016」では、初の試遊台も出展決定！
こちらの公式サイトでは、引き続き、本作に関するさまざまな情報をお届けしてまいりますの
で、ぜひご期待ください。

「ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3」プロモーションサイト
http://www.dragonquest.jp/dqm-j3/
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＜制作スタッフ＞
企画・開発

：株式会社スクウェア･エニックス、株式会社トーセ

ゼネラルディレクター

：堀井雄二

モンスターデザイン

：鳥山 明

音楽

：すぎやまこういち

制作・販売

：株式会社スクウェア･エニックス

「ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3」
販売店さま別オリジナル予約特典が決定！
本作の発売に先立ち、各販売店さま、および、スクウェア・エニックス e-STORE にて、予約特典キャンペーン
を実施！各社ごとに、予約するとそれぞれ異なるゲーム内オリジナルアイテムが先行入手できるダウンロードコ
ードがもらえます！

【スクウェア・エニックス e-STORE 限定特典】
仲間モンスターに装備することができるアクセサリー「まもの使いのゆびわ★★★」を
先行入手できるダウンロードコード！
効果：
戦闘時、「スカウトアタック」でモンスターを仲間にする時の確率が少しアップする指輪。
ゲームが進行すると、★の数に応じて、特別な効果を追加できるようになります。
e-STORE × DQ ポータル 連動予約キャンペーン！
「DQ ポータルで e-STORE クーポンをゲットして、DQM-J3 を予約しよう！」
スクウェア・エニックス e-STORE での「DQM ジョーカー3」予約時に使える“e-STORE クーポン
（コード）”を、DQ ポータルアプリ内でポイント交換配信中！
キャンペーン期間： 2015 年 12 月 2 日（水）～2015 年 12 月 27 日（日）23：59 まで
（使用期限：2016 年 1 月 11 日（月） 23：59：59 まで）
※「スクウェア・エニックス アカウント」1 アカウント 1 回までのご利用です。
※キャンペーンに関する詳細は、
「ドラクエ・パラダイス」または DQ ポータルアプリにてご確認ください。

【ヨドバシカメラ限定特典】
仲間モンスターに装備することができるアクセサリー「盗賊のゆびわ★★★」を
先行入手できるダウンロードコード！
効果：
戦闘でのアイテム獲得率が少しアップする指輪。
ゲームが進行すると、★の数に応じて、特別な効果を追加できるようになります。

【ビックカメラ・ソフマップ・コジマ限定特典】
仲間モンスターに装備することができるアクセサリー「海賊のゆびわ★★★」を
先行入手できるダウンロードコード！
効果：
戦闘開始時の先制攻撃率が少しアップする指輪。
ゲームが進行すると、★の数に応じて、特別な効果を追加できるようになります。

【Game TSUTAYA・TSUTAYA オンラインショッピング限定特典】
仲間モンスターに装備することができるアクセサリー「僧侶のゆびわ★★★」を
先行入手できるダウンロードコード！
効果：
戦闘時に、自動的に MP が少し回復する指輪。
ゲームが進行すると、★の数に応じて、特別な効果を追加できるようになります。

【ゲオ限定特典】
仲間モンスターに装備することができるアクセサリー「戦士のゆびわ★★★」を
先行入手できるダウンロードコード！
効果：
戦闘時に、自動的に HP が少し回復する指輪。
ゲームが進行すると、★の数に応じて、特別な効果を追加できるようになります。

【イオン限定特典】
仲間モンスターに装備することができるアクセサリー「踊り子のゆびわ★★★」を
先行入手できるダウンロードコード！
効果：
戦闘時に敵の攻撃をかわす確率が少しアップする指輪。
ゲームが進行すると、★の数に応じて、特別な効果を追加できるようになります。
※一部お取り扱いのない店舗がございます。

【Amazon.co.jp 限定特典】
仲間モンスターに装備することができるアクセサリー「魔法使いのゆびわ★★★」を
先行入手できるダウンロードコード！
効果：
戦闘中、装備したモンスターの呪文会心率が少しアップする指輪。
ゲームが進行すると、★の数に応じて、特別な効果を追加できるようになります。

【セブン-イレブン・セブンネットショッピング限定特典】
仲間モンスターに装備することができるアクセサリー「旅芸人のゆびわ★★★」を
先行入手できるダウンロードコード！
効果：
戦闘勝利時にモンスターが獲得する経験値が少しアップする指輪。
ゲームが進行すると、★の数に応じて、特別な効果を追加できるようになります。

【Loppi・HMV 限定特典】
仲間モンスターに装備することができるアクセサリー「武闘家のゆびわ★★★」を
先行入手できるダウンロードコード！
効果：
戦闘中、装備したモンスターの会心率が少しアップする指輪。
ゲームが進行すると、★の数に応じて、特別な効果を追加できるようになります。

※プレゼントコードは、ゲーム内でインターネット通信ができるようになると、入力することができます。
※1 つのキャンペーンのプレゼントコードで入手できるゲーム内データは、1 本のソフトにつき、1 回となります。
※ステータス値などは開発中のものです。事前の断りなく変更になる場合があります。

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/
「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6,600万本以上）
、
「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4,500万本以上）、「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）
※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、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。

