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2019 年 1 月 17 日
株式会社フジゲームス

大人気TVアニメ『FAIRY TAIL』の新作スマートフォンアプリ

サイコロを使った新感覚すごろくアクション RPG

『FAIRY TAIL DiceMagic』
2019 年 1 月 17 日(木)より配信開始！！
〜 DICE を巡る新たな冒険 〜
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、大人気 TV アニメ『FAIRY TAIL』の iOS/Android 向け新作スマートフォンアプリ『FAIRY TAIL DiceMagic』を本
日 1 月 17 日に正式リリースいたしました。
本作は、『FAIRY TAIL』（フェアリーテイル）原作者の真島ヒロ氏監修のもと、本ゲームだけに書き下ろされた新たな冒険シナリオとなっ
ており、本作でしか登場しないオリジナルキャラクターやアニメ原作最終話までのキャラクターが総登場します。迫力ある演出で表現される熱
いサイコロを使った新感覚ダイスバトルにご期待ください。

■ストーリー概要
イシュガル(大陸)の地に突如として発生した謎の魔法”DICE”。DICE によって全ての者が運命の導きの下に自由を奪われようとしてい
た。その最中、突然心の中に直接話しかけてくる謎の声。DICE に支配されていた魔導士達全員に同じ声が聞こえ、この支配から解放す
ると同時に DICE ラクリマというサイコロを魔導士達に託した。イシュガル全土が DICE の導きに支配されようとしている。
この緊急事態を受け、魔法評議会はフィオーレ中のギルドに大規模な依頼を出す。DICE からイシュガルを解放せよ！こうしてナツ達魔導
士の新たな冒険と戦いが始まるのだった。
■『FAIRY TAIL』とは
『FAIRY TAIL』は、真島ヒロ氏による日本の漫画作品。魔法やドラゴンが存在する世界を舞台に、荒くれ魔導士ギルド≪妖精の尻尾
≫の滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）ナツとルーシィを中心に仲間たちとともに様々な敵を打ち破りながら大活躍していくファンタジー
冒険マンガ。

■アプリゲームの概要
FAIRY TAIL DiceMagic は すごろく をベースとしたアクション RPG となっており、『FAIRY TAIL』の広大で魅力溢れる世界をすごろ
くマップで再現された新しいジャンルのゲームとなっております。今回はゲームの一部をご紹介させていただきます。
≪ストーリーパート≫

『ナツ達とともに新しい冒険に出かけよう』
各章ごとに本作の鍵となる DICE を巡るシナリオが入れ込まれています。
物語はそれぞれの章をクリアしていきながら進んでいきます。
≪パーティー編成≫

『キャラ毎に異なる“所持ダイス”を把握しよう』
パーティーは自分の好きなキャラを選んで、最大 5 人までの編成が可能です。
ただしキャラクターの絵やレアリティが異なっていても同一キャラクターは同じパーティーに編成はできません。
各キャラクターにはそれぞれ異なるダイスをもっています。このダイスを把握し、うまく組み合わせることで戦略の幅が広がります。
≪バトルパート≫

『各種ダイスを使用してバトルを有利に進めよう』
本作のバトルシステムはダイスを使って攻撃のキャラクターを決めるターン制ダイスバトルとなります。
ダイスは通常のダイスだけでなく、味方や敵の効果を打ち消す効果を持つチャンスダイス、
決まった出目を任意で出すことができるスペシャルダイスなど様々な種類があり、これらを駆使してバトルを進めていきます。
攻撃をしたりダメージを受けることでスキルゲージが溜まっていき、MAX になると奥義スキルを発動させることが可能です。

■事前登録特典の配布
本作の配信開始に伴い、事前登録特典のゲーム内アイテムプレゼントを配布中です。また事前登録者数が 30 万人を突破したことを
記念して、突破記念キャンペーンも開催しております。
※事前登録特典の受け取りは 2019 年 3 月 16 日 23：59 までとなります。
※事前登録特典の受け取りには上記期日までにゲーム内アカウントの作成が必要となります。
SSR【1 年後】ナツ

≪特典内容≫
10,000 人突破報酬
20,000 人突破報酬
30,000 人突破報酬
40,000 人突破報酬
50,000 人突破報酬
60,000 人突破報酬
70,000 人突破報酬
80,000 人突破報酬
100,000 人突破報酬
110,000 人突破報酬
120,000 人突破報酬
150,000 人突破報酬
200,000 人突破報酬
250,000 人突破報酬
300,000 人突破報酬

天狼石 300 個（ガチャ 1 回分）
スタミナ回復薬（小）10 個
天狼石 600 個（ガチャ 2 回分）
40,000 ジュエル
想い出装備 1 個
天狼石 900 個（ガチャ 3 回分）
スタミナ回復薬（大）5 個
フリーダイス 10 個
60,000 ジュエル
SSR【1 年後】ナツ
オリジナル想い出装備 1 個
天狼石 3,000 個（ガチャ 10 回分）
抽選で各 3 名様 合計 6 名様に声優サイン色紙
抽選で 30 名様に iTunes カード or GooglePlay カード 3,000 円分をプレゼント
抽選で 10 名様に天狼石 6,000 個プレゼント

■新春限定キャラクターがガチャで登場！
2019 年 1 月 31 日までの期間限定で新春ガチャを開催いたします。こちらのガチャでは期間中でしか手に入らない、
着物姿のキャラクターを入手することが可能です。
（2019 年 1 月 17 日～1 月 31 日 12：59 まで）

SR【氷の福寿】グレイ
SSR【羽子板真剣勝負】ルーシィ

SSR【炎の書き初め】ナツ&ハッピー

SR【愛の破魔矢】ジュビア

■『FAIRY TAIL DiceMagic』 ゲームスペック
○タイトル

：FAIRY TAIL DiceMagic

○公式サイト URL

：https://fairytail-dm.com

○公式 TwitterURL

：https://twitter.com/FTDM̲official

〇LINE＠ID

：@kpa5605l（※最後小文字の L）

○ジャンル

：すごろくアクション RPG

○配信日

：2019 年 1 月 17 日（木）

○対応 OS

：iPhone6（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

：©真島ヒロ・講談社／フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京 ©Fuji Games, Inc.

株式会社フジゲームスは『FAIRY TAIL DiceMagic』をはじめ、ゲームを中心とした様々なエンターテイメントを通じ、
ご支援いただいているユーザのみなさまはもとより、より多くの方にお楽しみいただける魅力的なコンテンツをお届けで
きるよう今後も取り組んでまいります。
■ダウンロードはこちら
https://app.adjust.com/r0xhxzt
※Gmail でご登録された場合、URL をクリックした際にブラウザの選択画面が表示されますが、
Chrome を選択するとストアが開けませんので、それ以外のブラウザを選択してください。
■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
○U

立： 2016 年 4 月 1 日
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

