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ド』で『すーぱーそに子』とのコラボレーションを

コラボレーションを記念して、当該期間中、『

ぱーそに子」ユニットをプレゼント

  

さらに、2012 年12 月17 日(月

動イベント「女王の逆襲～残響を司るもの～

「女王の逆襲～残響を司るもの～」

「すーぱーそに子」を元の世界に連れ戻すため

 

この機会にぜひ、『蒼穹ドラゴンギルド

 

（詳細に関しましては、『蒼穹ドラゴンギルド
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蒼穹ドラゴンギルド』が蒼穹ドラゴンギルド』が蒼穹ドラゴンギルド』が蒼穹ドラゴンギルド』が『『『『すーぱーそに子すーぱーそに子すーぱーそに子すーぱーそに子』』』』ととととコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション
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オンラインゲームの開発・運営を行う株式会社ゲームポット（東京都品川区 代表取締役社長：植田

Mobage （モバゲー）（URL：http://mbga.jp）」にて提供中のソーシャルゲーム

、PC ゲームメーカー、株式会社ニトロプラス（本社：東京都

マスコットガール『すーぱーそに子』とのコラボレーションを開始

17：00から2013年1月31日（木）18：00までの期間中、

『すーぱーそに子』とのコラボレーションを開催いたします。 

コラボレーションを記念して、当該期間中、『蒼穹ドラゴンギルド』に登録済みのユーザー

をプレゼントいたします。その他、全12 種類ラインナップの連動ガチャが登場

月)17:00 から 2012 年12 月25 日(火)18:00 までの期間で

女王の逆襲～残響を司るもの～」も開催いたします。 

「女王の逆襲～残響を司るもの～」は、ドラゴンと人間が共存するドラゴンギルドの世界に迷い込

「すーぱーそに子」を元の世界に連れ戻すための、期間限定のイベントストーリーです。

蒼穹ドラゴンギルド』をお楽しみ下さい！！ 

蒼穹ドラゴンギルド』内キャンペーンページをご覧ください。） 
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株式会社ゲームポット 
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代表取締役社長：植田 修

）」にて提供中のソーシャルゲーム

東京都台東区、代表取

開始いたします。 

期間中、『蒼穹ドラゴンギル

』に登録済みのユーザー全員に「すー

ガチャが登場！！ 

期間でコラボレーション連

ドラゴンと人間が共存するドラゴンギルドの世界に迷い込んだ、

ストーリーです。 

 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    

▼▼▼▼コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション期間期間期間期間 

2012 年12 月17 日（月）17：00

 

▼▼▼▼コラボレーション内容コラボレーション内容コラボレーション内容コラボレーション内容    

    

①「すーぱーそに子」ユニットを全員プレゼント①「すーぱーそに子」ユニットを全員プレゼント①「すーぱーそに子」ユニットを全員プレゼント①「すーぱーそに子」ユニットを全員プレゼント
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②連動イベント「女王の逆襲～残響を司るもの～」②連動イベント「女王の逆襲～残響を司るもの～」②連動イベント「女王の逆襲～残響を司るもの～」②連動イベント「女王の逆襲～残響を司るもの～」

期間：2012 年12 月17 日(月)17:00

概要： 

ある日のライブイベント中、「すーぱーそに子」の歌声が次元共鳴を引き起こし、ドラゴンと人間が共存

するアヴァタリア大陸にすーぱーそに子が引き込まれた

眠りから覚ますきっかけとなってしまった…。ドラゴンを倒し、

そう！ 

 

③③③③全全全全 12121212 種類種類種類種類「すーぱーそに子」ガチャ「すーぱーそに子」ガチャ「すーぱーそに子」ガチャ「すーぱーそに子」ガチャ

期間：2012 年12 月17 日（月）17

価格：1 回300 モバコイン 

カードラインナップ(一部)：    

 (※コラボキャンペーン内容および日程は予告なく変更となる場合がございます｡
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ある日のライブイベント中、「すーぱーそに子」の歌声が次元共鳴を引き起こし、ドラゴンと人間が共存

すーぱーそに子が引き込まれた。そして、その歌声はなんと、

眠りから覚ますきっかけとなってしまった…。ドラゴンを倒し、「すーぱーそに子」を元の世界へ連れ戻
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＜すーぱーそに子（奏者）＞ 
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ある日のライブイベント中、「すーぱーそに子」の歌声が次元共鳴を引き起こし、ドラゴンと人間が共存

なんと、女王ドラゴンを

を元の世界へ連れ戻
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『蒼穹ドラゴンギルド』は、剣と魔法と錬金術

る巨大ドラゴンの背に乗って戦う

です。プレイヤーは、多彩なイラストレーターによる美麗カードを集めてデッキを組み、その力を召喚し

最大20 人対20 人で白熱する「ドラゴンバトル」に挑みます。

    

■■■■    基本情報基本情報基本情報基本情報    

・ タイトル： 『蒼穹ドラゴンギルド

・ 提供開始日： 2012 年9 月18日

・ 利用料金： 基本プレイ無料、アイテム課金制

・ URL：http://pf.mbga.jp/12004264

     http://sp.pf.mbga.jp/12004264

・ 対応機種： docomo/au/SoftBank

・ 利用条件： 「Mobage」への無料会員登録後、利用可能

進化前① 

＜すーぱーそに子（虎そに）＞ 

進化後① 

＜すーぱーそに子（チアガール）＞ 

 

Inc, All rights Reserved. 
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『『『『蒼穹ドラゴンギルド蒼穹ドラゴンギルド蒼穹ドラゴンギルド蒼穹ドラゴンギルド』』』』    概要概要概要概要    
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『蒼穹ドラゴンギルド』は、剣と魔法と錬金術が混在するファンタジーの世界を舞台に

る巨大ドラゴンの背に乗って戦う、リアルタイムギルドバトル「ドラゴンバトル」が特徴のソーシャルゲーム

プレイヤーは、多彩なイラストレーターによる美麗カードを集めてデッキを組み、その力を召喚し

「ドラゴンバトル」に挑みます。会員数は現在10 万人以上。

蒼穹ドラゴンギルド』 

日(木) 

基本プレイ無料、アイテム課金制 

http://pf.mbga.jp/12004264（フィーチャーフォン版） 

http://sp.pf.mbga.jp/12004264（スマートフォン版） 

docomo/au/SoftBank/AndroidOS/iOS 、FlashLite1.1対応機種（一部対応除く）

」への無料会員登録後、利用可能 

 

進化前② 

＜すーぱーそに子（ナース）＞ 

進化後② 

＜すーぱーそに子（診察）＞ 

進化後

＜すーぱーそに子（

進化

＜すーぱーそに子（
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を舞台に、ギルドで所有す

が特徴のソーシャルゲーム

プレイヤーは、多彩なイラストレーターによる美麗カードを集めてデッキを組み、その力を召喚し、

以上。 

対応機種（一部対応除く）   

進化後③ 

＜すーぱーそに子（水着）＞ 

進化前③ 

＜すーぱーそに子（リラックス）＞ 



株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて 
ゲームポットは2001年5月に設立した、オンラインゲーム等を開発・運営するサービスプロバイダーで、現在、ソネットエンタテイン

メント株式会社の連結子会社です。ゲームポットは、他社の追随を許さない高度なゲーム運営ノウハウや、海外開発会社とのリレーショ

ンシップを擁しており、幅広く展開する戦略的パートナーシップ、ポートフォリオを組み合わせることにより、日本のオンラインゲーム

業界のリーダーとしての地位を確立しております。さらに詳しい情報は、ゲームポットの各ホームページをご覧下さい。

（ http://www.gamepot.co.jp/ ） 
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月に設立した、オンラインゲーム等を開発・運営するサービスプロバイダーで、現在、ソネットエンタテイン

メント株式会社の連結子会社です。ゲームポットは、他社の追随を許さない高度なゲーム運営ノウハウや、海外開発会社とのリレーショ
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戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ    http://company.gamepot.co.jp/special/senki/

http://company.gamepot.co.jp/special/moeyou/
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http://yururobo.jp 
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