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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、以下スク

ウェア・エニックス）は、本日、ドラゴンクエスト30周年記念プロジェクトの概要を発表いたし

ました。 

 

■ドラゴンクエスト 30周年ポータルサイト 
ドラゴンクエスト 30周年の記念プロジェクトの詳細や、30周年に関連した最新情報は「ドラゴ
ンクエスト 30周年ポータルサイト」にて随時更新予定です。 
 

 
 

ドラゴンクエスト 30周年ポータルサイト 
http://www.dragonquest.jp/30th/ 

 

 

バレンタインイベントなど、 

ユーザーのみなさまが参加できる企画も 

ポータルサイト内で実施予定！ 

 
ドラゴンクエスト バレンタインイベント 

日程 ：2016年 1月 13日（水）より開始 

※参加方法などの詳細は、ポータルサイトをご覧ください。 

 

 

ドラゴンクエスト30周年 
記念プロジェクト発表 

http://www.dragonquest.jp/30th/


 

 

 
リアル脱出ゲーム×ドラゴンクエスト 竜王迷宮からの脱出 
 公式サイト： http://realdgame.jp/DQ2016/  

 
あなたは、この「竜王の迷宮」に仲間と潜り、竜王の復活を止めることができるだろうか？ 
 アレフガルドを恐怖に陥れた竜王。かつてその地は、竜

王に率いられた魔物に埋め尽くされた。その危機を救った

のは、勇者ロトの血を引く青年。彼によって、竜王は封印

された。しかし今、また竜王が復活を遂げようとしている。

迷宮の奥深く。 

 まだわずかなものしか気づいていない深淵で、竜王は

刻々と復活の時を待っている。 

 

 さあ、リアルなドラゴンクエストの世界を仲間と共に冒

険せよ!! 

 
 

「リアル脱出ゲーム×ドラゴンクエスト 

 竜王迷宮からの脱出」 

日程：2016年 5月 13日（金）、14日（土）、15日（日） 

場所：幕張メッセ展示ホール 4～7 

チケット販売：2016年 2月 6日（土）より一般発売開始 

 

 
ドラゴンクエスト ライブスペクタルツアー 
 公式サイト： http://dragonquestlive.jp/  

 

 

この夏、ドラゴンクエストと日本テレビが 

全国で 40万人を熱狂させる超巨大プロジェクト！ 
 

「プロジェクトの全貌は、1月 20日（水）夜 7時 56分より日本テレ

ビ系で放送される「1億人の大質問!?笑ってコラえて!」緊急生放送で

明かされる。 

 
「ドラゴンクエスト ライブスペクタクルツアー」 

日程 ：2016年 7月～8月 

場所 ：横浜アリーナ、さいたまスーパーアリーナ 

  大阪城ホール、日本ガイシホール、マリンメッセ福岡 

 

 
「ドラゴンクエストミュージアム」 
 公式サイト： http://www.dqmuseum.jp/ 

 

 

たくさんの冒険と感動をつむいできたドラゴンクエスト 30年の世界が 

新感覚の体験型イベントとなって渋谷ヒカリエに出現！ 

 
 Ⅰ～Ⅹシリーズそれぞれの特徴をコンセプトにした個性あるアトラクション

や展示、仲間モンスターたちが出迎えてくれるモンスターパーク、ほかでは買

えないプレミアムグッズなど、ドラクエの魅力すべてがここに集結。これまで

にない伝説の世界が広がります。 

  なかでも歴代の勇者たちが魔王と繰りひろげるバトルムービーは大迫

力！！超巨大スクリーンで壮絶な戦いが展開されます。 

 一部しか公開できていない、30周年特別企画「ドラゴンクエストミュージア

ム」の全容は 2月 15日に情報解禁となります。 

 新たな冒険の旅を、どうぞご期待ください！ 

 
「ドラゴンクエストミュージアム」 

日程 ：2016年 7月下旬～9月上旬まで 

場所 ：渋谷ヒカリエホール 

 

 

 

 

http://realdgame.jp/DQ2016/
http://dragonquestlive.jp/
http://www.dqmuseum.jp/


 

 

 

 
ドラゴンクエスト × ユニバーサル・スタジオ・ジャパン® 

 

 

 

ドラゴンクエストの 30周年を記念して、 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボレ

ーションプロジェクトが決定！ 

今後の情報にご期待ください！ 
 
 

© & ® Universal Studios.  All rights reserved. 

 
■関連 CD、コンサート情報 

 
ドラゴンクエスト X いにしえの竜の伝承 オリジナルサウンドトラック 東京都交響楽団  
すぎやまこういち 

 

 
 

すぎやまこういち書き下ろし楽曲をシンセサイザー版で 3曲収録！ 
 

「ドラゴンクエスト X」の追加パッケージとなる「ドラゴンクエスト X いにしえの

竜の伝承 オンライン」のオリジナル・サウンドトラックが登場！バージョン 3では、

冒険の舞台が、いにしえの竜族の世界ナドラガンドへ！すぎやまこういち書き下ろ

し新曲ももちろん収録。ファン待望の CDが発売です！ 
 

商品番号 ：KICA-2415～6（2枚組） 

定価  ：￥3,400＋税 

発売日 ：2016年 3月 9日(水) 
 

©2012-2016 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©SUGIYAMA KOBO 

 

 
トランペット・トロンボーン・ピアノによる「ドラゴンクエスト」Ⅰ～Ⅲ名曲選 

 

 
 

これは新鮮！「ドラゴンクエスト」にピアノが参加 
 

3人の名手による、究極のアンサンブル 

“トリオ・デ・クエスト”初登場。 

「ドラゴンクエスト」Ⅰ～Ⅲより選曲し、トランペット、トロンボーン、ピアノのト

リオ編成で綴ったアルバムが登場！ 
 

商品番号 ：KICC-6357 

定価  ：￥3,000＋税 

発売日 ：2016年 3月 9日(水) 

 

 
ドラゴンクエストⅧ 空と海と大地と呪われし姫君 オリジナルサウンドトラック 東京都交響
楽団 すぎやまこういち 

 

 
 

ニンテンドー3DS版「ドラゴンクエスト VIII」全曲収録！ 
 

好評発売中の大人気ゲームソフト 3DS版「ドラゴンクエストⅧ 空と海と大地と呪

われし姫君」のゲームで使用されている音楽をすべて収録！東京都交響楽団によるオ

ーケストラ音源とシンセサイザーによる新曲、ME音源を収録。 
 

商品番号 ：KICA-2413～4（2枚組） 

定価    ：￥3,600＋税 

発売日 ：2016年 3月 9日(水) 
 

© 2004,2015 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.©SUGIYAMA KOBO 

 

 

 



 

 

 
ドラゴンクエスト コンサート全国各地にて開催予定！ 

「ドラゴンクエスト」シリーズの音楽を作曲している、すぎやまこういち氏によるコンサートが、全
国各地で開催予定！ 

下記のほかにも 4月に山形市での山形交響楽団主催公演や 5月に大阪府河内長野市での日本センチュ
リー交響楽団の公演など、日本各地でコンサートが予定されています。今後の情報は、すぎやまこう
いちさんの公式サイトにてご確認ください。 
  

第 4回「東京メトロポリタン・ブラス・クインテット京都公演」 

（金管五重奏 VIII 7曲） 

日程：2016年 3月 11日（金）19時開演  

場所：京都コンサートホール小ホール 

お話：すぎやまこういち 

 

「八王子市文化ふれあい財団主催公演（VI）」 

日程：2016年 7月 3日（日）15時開演 

場所：オリンパスホール八王子 

管弦楽：東京都交響楽団 

指揮とお話：すぎやまこういち 

 

「トーセプレゼンツ ドラゴンクエストスペシャルコンサート 

スギヤマ工房・エラート音楽事務所主催公演（IV）」 

日程：2016年 8月 6日（土）14時開演 

場所：京都コンサートホール（大） 

管弦楽：京都市交響楽団 

指揮：渡邊一正  お話：すぎやまこういち 

 

「九州交響楽団公演（VII）」 

日程：2016年 8月 20日（土）14時開演 

場所：石橋文化ホール 

指揮：井田勝大  お話：すぎやまこういち 

 

すぎやまこういち コンサート情報は、こちらにて随時更新予定です。 
http://sugimania.com/ 

 

 
■ドラゴンクエスト 30周年関連書籍のご案内 

 
「鳥山明 ドラゴンクエスト イラストレーションズ」（仮題） 
（集英社 刊） 

 

 
「ドラゴンクエスト 30thアニバーサリー 
 ドラゴンクエストシリーズ名言集 しんでしまうとは なにごとだ／原著 堀井雄二」（仮題） 
（スクウェア・エニックス 刊） 

 

 

「ドラゴンクエスト 30thアニバーサリー 
 すぎやまこういちワークス ～勇者すぎやん Lv85～」（仮題） 
（スクウェア・エニックス 刊） 

 

 

「ドラゴンクエストⅩ アストルティア創世記」 
（スクウェア・エニックス 刊） 

 

 

冒険の舞台アストルティアを創り彩る人物・物語・歴史・神話・

風景などを細部にわたって紹介する冒険者のための 1冊！ 
 

「ドラゴンクエスト X」の冒険の舞台、アストルティア。 

この世界に生きる個性豊かなキャラクターたち、神話の時代からつづく

歴史と物語、大陸ごとの風景や各種アイテムなど、アストルティアを創

り彩るさまざまな物事を細部にわたって紹介する冒険者必携の 1冊がつ

いに登場！ 

 

初公開となるキャラクター＆風景の設定イラストや開発スタッフによる

制作秘話、イベントシーン絵コンテを多数掲載！ 
 

書 名 ：「ドラゴンクエストⅩ アストルティア創世記」 

発売日：2016年 1月 30日 

定 価 ：本体 2,600円＋税 

判 型 ：AB判 

頁 数 ：480ページ 

 

http://sugimania.com/


 

 

 

＜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、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。 

 

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

