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≪ 上記に関するお問い合わせ ≫ 

フィールズ株式会社 コンシューマサービス事業本部 ゲーム事業部 

【E-MAIL】：press-game@fields.biz 

報道関係各位 

  2015 年 9 月 10 日 

フィールズ株式会社 

フィールズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大屋高志、以下「フィールズ」）は、おと

ぎ話をモチーフにしたオンライン RPG アプリ『タワー オブ プリンセス』のダウンロード数が、配信開始後

10 日間で 20 万件を突破しましたことをお知らせいたします。 

これを記念して、本日 9 月 10 日（木）に、プレイヤー全員に武器・防具レアガチャチケット各１枚をプレ

ゼントいたします。さらに、本日より予定していた「ゴールドゼリルー大襲来キャンペーン」を 20 万件突破

バージョンにグレードアップして開催、並びに、よりゲームを楽しんでいただくために「武器防具強化応援

セット販売キャンペーン」を開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆20 万件突破！ ★２以上確定の武器・防具レアガチャチケット

各１枚を全員にプレゼント！ 

20 万件突破記念として、★2 以上が確定する武器防具レアガチャ

チケット各 1 枚を全員にプレゼントいたします。 

強力な武器・防具を手に入れて、期間限定 20 万件突破記念各種

キャンペーンより素材やピスラを獲得し、武器・防具を最大まで育てて

立ちはだかる凶悪なモンスター達との戦いに役立ててください。 

 

※配布対象者は 2015 年 9 月 30 日 23 時 59 分までに登録した 

お客様に限ります。 

 おとぎ話をモチーフとしたオンライン RPG『タワー オブ プリンセス』 

ダウンロード数が配信後 10 日間で 20 万件を突破！ 

10 万件突破キャンペーンを 20 万件突破キャンペーンへ 

グレードアップして開催 
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◆ 20 万件突破でパワーアップ！ ゴールドゼリルー大襲来キャンペーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲーム内通過を大量に落とすモンスター「ゴールドゼリルー」がいばらの森に大量発生！ キャンペーン期

間中にフィールド「いばらの森 ロゼシュタッヘル２」でバトルをすると、ピスラを大量に落とすゴールドゼリルー

が出現します。また、キャンペーン期間限定のレアモンスター、幻のジャンボゴールドゼリルー「ゴルーマゼリル

ー」も初登場。ゴルーマゼリルーは倒すと驚異の 3,000 ピスラ以上をドロップしますが、モンスターレベルも高く

強靭で、そのうえ出現確率も低く設定されています。初心者からベテランまでエリアチャット機能を駆使して助

け合って討伐に挑戦しましょう。 

さらに期間中、キャンペーンの応援として「ポーション」20 個と、レアモンスターの出現率を 2 倍に上げるアイ

テム「魔物用マタタビ」3 個をプレゼント！ この一攫千金のチャンスをお見逃しなく！ 

 

▼キャンペーン参加方法： 

フィールド「いばらの森 ロゼシュタッヘル２」でモンスター討伐を行う 

「いばらの森 ロゼシュタッヘル２」はアルトグレンツェ南の出口からロゼシュタッヘル１へ出て、さらに南西方

向に進んだ先にある誰でも行くことのできるエリアです。 

  

▼出現レアモンスター： 

①幻のゴルーマゼリルー 

②ゴールドゼリルー 

※アイテム「魔物用マタタビ」を使用すると、一定時間レアモンスターの出現率が上がります。 

 

▼20 万件突破パワーアップキャンペーン特典： 

ポーション 20 個（イベント期間中毎日 4 個プレセント）、魔物用マタタビ 3 個を全員にプレゼント 

 

▼キャンペーン期間： 

2015 年 9 月 10 日（木）定期メンテナンス終了～9 月 14 日（月）臨時メンテナンス開始まで 

▼注意事項： 

※開発状況に応じて一部内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

※キャンペーン期間中は、マップ上の混雑が予想されます。 フィールドの表示人数に

よって動作が重くなられるお客様は、 

メニュー→その他→オプション→キャラクター表示人数「10」「30」「50」を適切な人数 

に調節してください。 

※キャンペーン期間中、レアモンスターに遭遇したらエリアチャットにて遭遇したことを 

叫 ぶと、フィールド上 の煙 幕 にメッセージが表 示 されるようになっています。レアモン

スターは強 靭 ですので、エリアチャットを駆 使 して仲 間 と共 闘 し大 量 のピスラを獲 得

してください。（共闘人数が増えても獲得ピスラは変わりません。） 
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■ 武器防具強化応援セット販売キャンペーン 

 

武器や装備の強化に活躍する「強化素材武器」と「強化素材防具」。通常は、輝晶石 2 個もしくは 4000 ピ

スラで販売している商品を、20 万件突破記念キャンペーンとして、まとめ買いでお得な特価で大放出いたしま

す！ 

  

▼キャンペーン特価： 

強化素材武器（強化素材防具）80 個を輝晶石 140 個で販売 

通常価格より 20 個分お得！ 

 

▼キャンペーン期間： 

2015 年 9 月 10 日（木）定期メンテナンス～9 月 24 日（木）定期メンテナンス開始まで 

 

 

■ 保守派 VS 改革派による派閥戦イベント＜予告＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 17 日（木）からの開催を予定している派閥戦イベントでは、ストーリー付きのクエストとデイリー系のクエ

ストが配信されます。1 日 1 回受けられる制限時間付きのデイリークエストでは、専用マップに生息するモンス

ターの討伐数をいかに多く増やせるか、各姫の騎士たちによる連携が重要となるイベントです！ 

 

▼イベント名： 

『モンスター異常発生』 

モンスターが局地的に異常発生している草原があるとの報告が旅の商人達から入った。 

さらに、報告された草原のすぐ近くには特定の勢力に属さず中立の立場にある小さな町があるという。 

思惑に多少の違いはあれど、中立の町を守るべく姫たちは各々騎士たちを派遣する。 

結果、草原での魔物討伐は派閥間の戦力比べの様相を呈することになるのだった。 
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▼イベント参加方法： 

各街にある「ワープ屋」から専用ダンジョンを選択 

 

▼イベント報酬： 

①イベント内景品 

超激レア★4 リング「武闘神の指輪」 

②色紙プレゼント景品 

イベントで勝利した派閥の姫たちを演じる声優のサイン色紙を抽選で各キャラクター１名様ずつプレゼント 

 

＜保守派＞     ＜改革派＞ 

・シンデレラ 田村ゆかりさん   ・白雪姫  中原麻衣さん 

・人魚姫 原由実さん   ・赤ずきん 内田真礼さん 

・アリス 矢作紗友里さん   ・ラプンツェル 田村睦心さん 

 

▼当選連絡発表方法： 

詳細はイベント開始と共にイベントページ及び公式サイトをもって告知させていただきます。 

 

▼イベント期間： 

2015 年 9 月 17 日（木）定期メンテナンス終了～9 月 30 日（水）定期メンテナンス開始まで 

 

▼注意事項： 

※開発状況に応じて一部内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。 
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■ タイトル基本情報 

『タワー オブ プリンセス』は複数のおとぎ話が集まる不思議な世界を舞台にした、みんなで遊べるオ

ンライン RPG です。プレイヤーは一人の騎士として「シンデレラ」「赤ずきん」「不思議の国のアリス」など 6

人の姫から一人選んで仕え、いばらの塔の謎に迫ることになります。 

広大なフィールドをみんなで冒険したり、旅の途中で遭遇する強敵を最大 5 人で協力して討伐できる

など、オンライン RPG ならではの要素を簡単操作でお楽しみいただけます。 

また、キャラクターボイスには、水樹奈々さん、田村ゆかりさんなど、今人気の声優陣を多数起用。さら

に、このゲームのストーリーに合わせて書き下ろした水樹奈々さんの新曲「ブランブル」（7 月 22 日発売）

が主題歌としてゲームオリジナルミュージックビデオ（Short ver.）とともに挿入されているなど、豪華な演

出も魅力です。 

 

 

＜ストーリー＞ 

世界を襲った謎の呪いに倒れた、聖女いばら姫 

今も、いばらの塔のどこかで眠っているという 

統率者を失った世界で、シンデレラはいばら姫を救うべく、 

白雪姫はいばら姫にとって代わるべく塔に挑む 

 

拮抗する二つの正義とそれぞれの想い―― 

呪いとははたして何なのか？ 暗躍する雪の女王の目的とは？ 

ここに、姫たちに翻弄されながらも 

塔に導かれし一人の騎士の物語が、今始まる―― 
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■ タイトル基本情報 

タイトル名 タワー オブ プリンセス 

ジャンル オンライン RPG 

配信 

【App Store】 

https://itunes.apple.com/jp/app/id975447960?l=ja&ls=1&mt=8 

【Google Play】 

https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.fields.tawapri 

価格 基本無料（アイテム課金制） 

対象 OS iOS 7 以上／Android 4.2 以上かつ 2014 年以降発売の機種 

サービス開始日 2015 年 8 月 27 日 

公式コンテンツ 

【公式サイト】http://tawapri.jp 

【運用サイト】http://tawapri.jp/operation/ 

【公式 Twitter】https://twitter.com/tawapri 

コピーライト ©Fields 画像をご使用の際はコピーライトを表記してください。 

 

■ フィールズ株式会社について 

フィールズ株式会社は、企業理念である「すべての人に最高の余暇を」の実現に向けて、付加価値の

高い IP（知的財産）を取得・創出し、その多元展開によって商業的に価値の高いコンテンツを育成してい

ます。さらに、IP を起点に幅広いエンタテインメント分野に事業領域を拡大し、各分野において世の中の

人々の心を豊かにする商品やサービスの提供に努めています。 

（2015 年 3 月 31 日現在） 

所在地 〒150-0036  東京都渋谷区南平台町 16－17  渋谷ガーデンタワー 

会社設立日 1988 年 6 月 

資本金 79 億 4,803 万円 

代表者 代表取締役社長 大屋高志 

売上高 995 億円（連結） 

従業員数 1,716 名（連結） 

WEB サイト http://www.fields.biz/ 

グループ企業一覧 

株式会社フューチャースコープ、株式会社円谷プロダクション、株式会社

ヒーローズ、ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社、 

株式会社デジタル・フロンティア    他 19 社 

 

 


