
 

                                     
 

2018 年 10 月 31 日 
報道関係各位                                                              株式会社フジゲームス    

本格マルチアングルRPG『プレカトゥスの天秤』 
7 つの国の 7 人の主人公の視点を壮大なシナリオボリュームで描く「正義と罪を巡る物語」 

本格マルチアングル RPG 『プレカトゥスの天秤』 配信開始！！ 

2018 年 10 月 31 日（水） 

リリース記念キャンペーン開催中！！ 
 
株式会社フジ・メディア・ホールディングス傘下の株式会社フジゲームス（本社：東京都江東区、代表取締役社長：種田 慶郎、以下

フジゲームス）は、スマホ RPG 向けの内製ゲームエンジンを活用したオリジナルスマホゲームの第一弾プロジェクトである『プレカトゥスの天秤』
を本日 10 月 31 日に正式リリースいたしました。 

キャラクター原案に前田浩孝氏（Rejet）、音楽に坂本英城氏（ノイジークローク）、シナリオ原作協力に暁影二氏
（STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム等担当）を迎え、クオリティーの高いキャラクターデザイン、サウンド、シナリオを実現。さらにキャラ
クターのボイスには、代永翼さん、中村悠一さん、茅野愛衣さん、杉田智和さん、花澤香菜さん、梶裕貴さん、尾崎由香さんといった豪華
声優陣で、事前登録数 140 万人突破と話題を集めていた本作が遂に本日配信となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■『プレカトゥスの天秤』の概要 

フジゲームスが現在開発しているスマホ RPG 向けの内製ゲームエンジンを活用したオリジナルスマホゲームの第一弾プロジェクト。プロジェ
クトコードネーム『Project7（プロジェクトセブン）』として始動し、正式ゲームタイトルは『プレカトゥスの天秤』に決定いたしました。 

 
【僕にとっての正義は、世界にとっての罪なのか・・・】 
 
「7 つの国」と「7 人の主人公」――。「攻め込んだ国」と「攻め込まれた国」――。壮大なシナリオボリュームで、1 つの歴史を 7 つの視点

から読み解く「本格マルチアングル RPG」として、2018 年 10 月 31 日にリリースいたしました。 
キャラクター原案に前田浩孝氏（Rejet）、音楽に坂本英城氏（ノイジークローク）、シナリオ原作協力に暁影二氏

（STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム等担当）を迎え、クオリティーの高いキャラクターデザイン、サウンド、シナリオを実現。 
キャラクターのボイスには、代永翼さん、中村悠一さん、茅野愛衣さん、杉田智和さん、花澤香菜さん、梶裕貴さん、尾崎由香さんら豪

華声優陣を起用し、正義と罪をテーマにした 100 体を超えるキャラクターが登場します。 
 

 

NEWS RELEASE 



■Rejet 前田浩孝氏プロフィール 
アートディレクター / デザイナー / イラストレーター 
ゲーム「影牢」「Vitamin」シリーズ、「Fate/Grand Order」や、アニメ「Dance with Devils」など、 
多数のキャラクターデザイン・イラストを手がける。 
 

■ノイジークローク坂本英城氏プロフィール 
作曲家・株式会社ノイジークローク代表取締役。 
代表作に『討鬼伝』シリーズ、『文豪とアルケミスト』、『V! 勇者のくせになまいきだ R』、 
『勇者のくせになまいきだ：3D』、『モンスターストライク』（アニメ/3DS）、 
『大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー Wii U/3DS』、『タイムトラベラーズ』、『無限回廊』シリーズなど。 

 
■『プレカトゥスの天秤』のストーリー 

オルディア大陸歴 1910 年―― 
 
鉄と蒸気と銃の時代。 
産業革命に成功した世界は、一方で急激な人口増加と資源不足という問題を抱えていた。 
 
そんな中、次世代の新エネルギーとなりえる夢の鉱石《マギカイト》が発見される。 
オルディア大陸の盟主国であるオルディス連合王国は、 
マギカイトの平和利用を目的とする国際会議の開催を決定し、主要７ヵ国を招集する。 
しかし―― 
 
――会議場の爆破。 
――ヴェルム帝国の宣戦布告。 
 
平和の象徴となるべき会議は、凄惨な未来の幕開けとなる…… 
７つの国家、７人の主人公たちは、それぞれの正義を抱きながら、未来へ進む。 
 
――僕にとっての正義は、世界にとっての罪なのか？ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
この世界のどこかにある審判の塔。 
そこには、祈りの天秤と言われる《プレカトゥスの天秤》があるという。 
 
人の祈りから生まれ出ずる希望は、正義と罪のどちらに傾くのか？ 
すべての絶望と、一つの希望の物語。 

 
■主なキャラクターと出演声優 

【ヴェルム帝国】 リーンハルト （CV：代永翼） 
【オルディス連合王国】 アシュレイ （CV：中村悠一） 
【ジェリーダ皇国】 セラフィーナ （CV：茅野愛衣） 
【パラディア群国】 イーヴァル （CV：杉田智和） 
【アルス＝フォルマ共和国】ラシェル（CV：花澤香菜） 
【リベル独立領】 ジャスティン （CV：梶裕貴） 
【アマツ巫国】 レンカ （CV：尾崎由香） 
【アルス＝フォルマ共和国】 ノエル（CV：橋本環奈） 
【ヴェルム帝国】 トラヴィス （CV：伊藤健太郎） 
 
●国別紹介 PV（公式サイト MOVIE メニューにて公開） 
https://precatus.com/movie/ 



■事前登録キャンペーンゲーム内アイテムプレゼント 
事前登録の達成特典としてゲーム内のガチャなどで使用できるジェム 500 個をプレゼントいたします。 

チュートリアルガチャで★4 キャラクターが 1 体必ず獲得できる 10 連ガチャが実装されており、達成特典のジェムと合わせるとプレイ開始直後
に無料で 10 連ガチャを 2 回まわせるようになっています。 

また、橋本環奈さん・伊藤健太郎さんが CV を担当するキャラクター「ノエル」と「トラヴィス」もプレゼントいたします。 
 
●事前登録特典の配布期間 
2018 年 10 月 31 日（水）～2019 年 1 月 29 日（火）23:59 
 
※事前登録特典は 1 人 1 回ゲームにログインすると受け取ることができます 
※ゲーム内の〈プレゼント BOX〉より受け取ることができます 
※配布期間は予告なく変更する場合があります 
 
■リリース記念キャンペーン 

配信開始を記念して、「7 ヵ国主人公日替わりピックアップガチャ」「ジェム 2 倍増量キャンペーン」「ゲーム内体力回復ジェム半額キャンペ
ーン」を開催いたします。詳細は下記のとおりです。 

 
10 月 31 日（水）より期間限定で 7 ヵ国の各主人公の日替わりピックアップガチャを開催いたします。 
期間中は対象キャラクターの出現率がアップします。 
10 連ガチャでは★3 以上のキャラクターが 1 体と確定になります。 
 
●開催期間 
2018 年 10 月 31 日（水）～11 月 7 日（水） 
 
【ジェム 2 倍増量キャンペーン】 
価格は変わらず獲得できるジェム 2 倍になるキャンペーンを開催いたします。 
「ショップ」でジェムを購入いただくと初回購入時に限り通常の 2 倍の数のジェムを入手できます。 
 
●開催期間 
2018 年 10 月 31 日（水）～ 
 
【ゲーム内体力回復ジェム半額キャンペーン】 
ゲーム内のクエストに必要な体力回復（AP）と演習の体力回復（BP）に必要なジェム数が半分になるキャンペーンを開催いたします。 
 
●開催期間 
2018 年 10 月 31 日（水）～12 月 11 日（火） 
 
※「7 ヵ国主人公日替わりピックアップガチャ」「ジェム 2 倍増量キャンペーン」「ゲーム内体力回復ジェム半額キャンペーン」の 

内容及び開催期間は、予告なく変更する場合がございます。 
 
 

 



■アニメーションとシナリオに強みを持つ、スマホ RPG 向けの内製ゲームエンジンについて 
フジゲームスと株式会社スマイルラボ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊藤 隆博、以下スマイルラボ）は、スマホ RPG 向

け内製ゲームエンジンの共同開発をいたしました。 
昨今のソーシャルゲーム市場において、キャラクター表現力とシナリオ性が高いゲームが求められており、同ゲームエンジンを活用することによ

り、｢Live2D に対応したキャラクターアニメーション表現の強化｣、｢大容量のシナリオを盛り込めるオーサリングツール｣、｢開発工程の短縮／
効率化のための共有ライブラリ」などを準備し、今後、外部の IP ホルダーやクリエイターの皆様との協業を企画開発していく予定です。 

同ゲームエンジンを活用した第一弾のゲームとして、スマホ向けの本格マルチアングル RPG『プレカトゥスの天秤』を配信しております。今後、
フジゲームスとスマイルラボは、ゲームの開発技術や運営ノウハウを共有し、新たなゲームやサービスの展開を広げていきます。 

 
■『プレカトゥスの天秤』 ゲームスペック 

○タイトル  ：プレカトゥスの天秤 
○公式サイト URL   ：https://precatus.com 
○公式 TwitterURL ：https://twitter.com/precatus_pr 
○公式 PV  ：https://youtu.be/URZ2puBVpJs 
○ジャンル  ：マルチアングル RPG 
○配信日  ：2018 年 10 月 31 日 
○対応 OS  ：iPhone6s 以上（iOS9.0 以上）・Android5.0 以上 
○価格           ：基本無料（一部アプリ内課金有り） 
○コピーライト  ：（c）Fuji Games, Inc. All Rights Reserved 
 

■ダウンロードはこちら 

https://app.adjust.com/wc4p5cr 
 

■株式会社フジゲームス 会社概要 
○会 社 名： 株式会社フジゲームス 
○代 表： 代表取締役社長 種田 慶郎 
○所 在 地： 〒135‒0064 

東京都江東区青海一丁目 1‒20 
ダイバーシティ東京オフィスタワー20F 

○設 立： 2016 年 4 月 1 日 
○U R L： https://fujigames.cool/ 

 
 
 

 
 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞株式会社フジゲームス 広報担当 
TEL：03-5500-8225 / FAX：03-5500-8928 / MAIL：press@fujigames.jp 


