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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 10 月 19 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』において、ダウンロード数が 40 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 40 万ダウンロード記念キャンペーンを本日

10 月 19 日（月）より開始いたします。 

また、『タワー オブ プリンセス』公式Ｔｗｉｔｔｅｒでも、別途リツイートキャンペーンを実施しています。 

 

ダウンロード数 40 万件突破記念キャンペーンを開催 
輝晶石はもちろんのこと、プレイに役立つアイテムが毎日貰える！ 

  

 『タワー オブ プリンセス』のダウンロード数が 40 万件を突破しました。これを記念して、また、日ごろ

プレイされているお客様に感謝を込めて、ログインするだけで豪華なアイテムのセットが「毎日」貰えるキ

ャンペーンを開催いたします。輝晶石をはじめ、装備の強化に活躍する上等強化素材、ゲーム内通貨

「ピスラ」など、ゲームプレイに有意義なアイテムを毎日プレゼントいたします。対象期間中 13 日、毎日ロ

グインするとガチャ 2 回分以上となる 65 個の輝晶石を獲得できます（ガチャ 1 回 輝晶石 25 個）。渾身

のプレゼント内容でお待ちしていますので、この機会をお見逃しなく！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 40 万件を突破！ 

40 万突破記念キャンペーンを開催 

公式Ｔｗｉｔｔｅｒでも、別途リツイートキャンペーンを開催 
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▼キャンペーン参加方法： 

期間中にゲームにログインする。 

 

▼プレゼント内容： 

1 輝晶石 5 個 （13 日間毎日ログインで最大 65 個！） 

2 5000 ピスラ （13 日間毎日ログインで 65000 ピスラ！） 

3 上等強化素材武器 1 個 

  上等強化素材防具 1 個 

  （13 日間毎日ログインで、各 13 個） 

4 高級ポーション 1 個 

  高級スキルポーション 1 個 

  （13 日間毎日ログインで、各 13 個） 

 

▼期間： 10 月 19 日(月)～10 月 31 日(土) 

 

■ 公式Ｔｗｉｔｔｅｒ リツイートキャンペーン 

公式Ｔｗｉｔｔｅｒでは、10 月 22 日（木）より開始予定のハロウィンイベントに向けたリツイートキャンペーンを実

施中です。ハロウィンイベント中はゲーム内通貨で回せる「ピスラガチャ」にハロウィン限定防具が登場します。

本日から 22 日までの 3 日間に【RT 対象ツイート】がリツイートされた数に応じて、プレゼント対象者宛にゲー

ム内通貨「ピスラ」をプレゼントいたします。限定防具を入手するためにも、キャンペーンに参加してピスラ大

量ゲットを目指しましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼キャンペーン参加方法： 

『タワー オブ プリンセス』の公式 Twitter（@tawapri）をフォロー後、10 月 19 日(月)に公式 Twitter にてつぶ

やかれた【RT 対象ツイート】をリツイートする 
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▼キャンペーン達成報酬： 

・1,500RT 達成 30,000 ピスラ 

・2,000RT 達成 50,000 ピスラ 

・2,500RT 達成 70,000 ピスラ 

・3,000RT 達成 100,000 ピスラ 

※上記報酬は重複せず、達成した最大ピスラを１度だけ配布します 

 

▼プレゼント対象者： 

10 月 22 日(木)定期メンテナンス終了～10 月 31 日(土)定期メンテナンス開始までの間に、ゲームにログイン

された全てのお客様 

 

▼キャンペーン期間： 

10 月 19 日(月)～10 月 22 日(木)定期メンテナンス開始まで 

 

▼注意事項： 

※ 報酬は上書きされますので、合計 3,000RT 達成の場合に 2,500RT、2,000RT、1,500RT の報酬を受け取

る事は出来ません。 

※ 報酬は達成に応じた内容で、10 月 22 日(木)定期メンテナンス終了～10 月 31 日(土)定期メンテナンス開

始までの期間にゲームにログインされたお客様に一度だけ配布されます。 

※ 報酬は対象となるお客様全員に同額のピスラが配布されます。 

 

■ 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。 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
4/4 

≪ 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 

■ 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 

 

 


