タイトル
グランブルーファンタジー

ワンダーオラクル

パブリッシャー
Cygames

パオン・ディーピー

ジャンル
RPG

ストラテジー

リリース予定時期

2016/12/12

今冬リリース予定

プラットフォー
ム
DMM

iOS/Android

予約開始日
2016年11月21日

2015年10月31日

予約方法

特典・施策内容

Twitter
LINE友だち追
加
E-Mail/Twitter
LINE友だち追
加

事前予約者数に応じて、アプリ内で使える「金剛
石」をプレゼント

セガ・インタラクティブ

競馬育成型ゲーム

今冬配信予定

iOS/Android

2016年10月25日

スターリーガールズ

アエリアと角川ゲームス

次世代育成シミュレー
ション

2016年内予定

iOS/Android

2016年8月30日

Twitter
事前予約者全員にスターバッジをプレゼント。予約
LINE友だち追
数に応じてもらえる数が増えていく
加

チェインクロニクル3

セガゲームス

シナリオRPG

今冬予定

iOS/Android

2016年11月4日

E-Mail
Twitter RT 事前登録者が5万人を突破すると、SSRキャラク
LINE友だち追 ター「ベルナデット」を配信開始後プレゼント
加

BTOOOM!オンライン（仮）

アソビモ

ステルスボンバーアク
ションゲーム

今冬予定

iOS/Android

僕と私のキズナモンスター

プロペ

本格派冒険育成RPG

今冬予定

iOS/Android

2016年11月21日

E-Mail
予約TOP10

Black Rose Suspects

ピクセルフィッシュ

本格サスペンスRPG

今冬配信予定

iOS/Android

2016年9月23日

E-Mail
Twitter
LINE友だち追
加

Black Rose Suspects

ピクセルフィッシュ

本格サスペンスRPG

今冬配信予定

iOS/Android

2016年9月23日

E-Mail
Twitter
LINE友だち追
加

花ざかりの君たちへ～Boys love you
～

ボルテージ

恋愛ドラマアプリ

2017年冬予定

iOS/Android

フィッシュアイランド2

NHN ハンゲーム

釣りアクションRPG

2017年予定

iOS/Android

HIT

ネクソン

大型RPG

グランドサマナーズ

グッドスマイルカンパ
ニー

RPG

逆転裁判４

カプコン

LINE グラングリッド

LINE
ワンダープラネット

ニンジャチャレンジ

メディア工房

期間中、酒場ガチャなどにチャレンジするのに必要な
「ガチャコイン」がもらえるログインボーナスキャン
ペーンや、第1部・第2部のクリア状況に応じて「精霊
石」がもらえる、プレゼントキャンペーンを実施する。

iOS/Android

近日配信予定

iOS/Android

2016年冬配信予定

iOS/Android

2016年12月15日

iOS/Android

https://dmm.granbluefantasy.jp/

補足
12月12日より「DMM GAMES」で配信することを決定

事前予約数2万件突破

http://starhorse.sega.jp/shpocket/

登場する秘書5名の紹介動画を公開…プロフィールや担当声優も合わせて
紹介

http://www.starlygirls.jp/precampaign

公式サイトでシステム紹介ページとストーリーのプロローグ紹介ページを公
開

http://chronicle.sega-net.com/cc3/

事前予約者数が100万人を突破。

http://www.btooom-online.jp/

最新イメージプロモーション動画を公開

http://kizumon.com/entry_advance.html

事前予約受付開始と併せて、Android版ユーザーを対象に、オープンβテス
トを実施。推奨端末はAndroid 5.0以上。
実施期間は2016年11月21日(月)から 12月13日(火)迄（予定）

事前予約数に応じて、サービス開始時に「ジュエ
公式Twitter をフォローし、キャンペーン対象のツイー
ル」（※ガチャなどに使用できるゲーム内アイテム）
トを RTしてくれた方の中から抽選で総勢10名様に豪
や「リリース記念SRカード選択チケット」をプレゼン
華声優陣ののサイン色紙をプレゼント。
ト

https://blackrosesuspects.jp/

クローズドβテストの実施決定 Android限定で先着5000名を募集（11月21
日～）
テスト期間は12月12日～16日

事前予約数に応じて、サービス開始時に「ジュエ
公式Twitter をフォローし、キャンペーン対象のツイー
ル」（※ガチャなどに使用できるゲーム内アイテム）
トを RTしてくれた方の中から抽選で総勢10名様に豪
や「リリース記念SRカード選択チケット」をプレゼン
華声優陣ののサイン色紙をプレゼント。
ト

https://blackrosesuspects.jp/

リアルイベント開催
主役演じる杉田智和さん、主題歌提供のグッドモーニングアメリカが出演

事前予約記念として、正式リリース版で使用できる
アイテム＜魔獣石＞を30 個プレゼント。

http://koigame.voltage.co.jp/school/hnkm/index.php

人気コミック「花ざかりの君たちへ」を原作とする恋愛ドラマアプリ

『フィッシュアイランド』の後継作となる
Android版限定のCβTを11月22日より先着1,000名限定で実施

iOS/Android

今春

ティザーサイトURL

http://wonder-oracle.com/

予約者数に応じて、SSR株券「マルゼンスキー」な
どの有名馬や、ガチャが回せる「馬封石」が手に入
る。

StarHorsePocket

指先タクティカルRPG

追加施策

Twitterで公式アカウントをフォローし、該当ツイートを
事前予約を行うと、DMM版リリース後に使用できる
リツイートした中から、抽選で1212名に「宝晶石」
DMMログイン
「レジェンド10連ガチャチケット」をプレゼントする。
3,000個をプレゼントする。

http://mobile.nexon.co.jp/hit

2016年4月15日

E-Mail
事前予約数に応じて特典を追加。事前予約数
Twitterのフォロワー数1万件突破で、クリスタル10個
LINE友だち登 10万人で、クリスタル20個を、15万人突破で、
をプレゼント
録
特別配布ユニット×装備のセットを全員に配布

https://grandsummoners.com/

事前予約数3万件突破
先行プレイ動画も公開

リリース日を2016年11月30日に決定。
事前予約の受付は29日17時59分まで

http://www.capcom.co.jp/gyakutensaiban/4app/

『逆転裁判３』から7年後となる世界を舞台に、新たな主人公として王泥喜法
介が登場した『逆転裁判４』がスマートフォンアプリ

https://grandgrid.game.line.me/

遊ぶだけで最大12万円がもらえるゲームバイトキャンペーンを実施す
ることを発表

2016年11月1日

LINE友だち追
事前予約数に応じて、報酬であるゲーム内のガ
加
SNSシェアにより、ユニットや武器が最大3点もら
チャを引くことができるアイテム「クリスタル」の数が
Twitterフォロー 増えていく。
えるキャンペーン実施
faceobokイイネ

https://summoner.jp/

11月28日にリリース決定

11月29日にリリース決定

http://www.obokaidem.com/jp/ninja/

ワールド オブ サマナーズ

パオン・ディーピー

RTS×MOBA×RPG

今冬配信予定

iOS/Android

2016年10月17日

E-Mail/Twitter
事前予約でルビーをプレゼント。予約数に応じて配
LINE友だち追
布されるルビーの数が増えていく
加

ワンダーオラクル

パオン・ディーピー

ストラテジー

今冬リリース予定

iOS/Android

2015年10月31日

Twitter
事前予約者数に応じて、アプリ内で使える「金
LINE友だち追
剛石」をプレゼント
加

http://wonder-oracle.com/

キヲクロスト

キズナズン

本格バトルRPG

iOS/Android

2016年11月24日

E-Mail/Twitter 事前予約数に応じて、ゲーム内アイテム、クリ
LINE友だち追 スタルが付与される。予約数3万件突破で★3
加
ヴィジョンズ「カグラ」がもらえる

http://www.xn--ncke4ayd4j2a.jp/

開発は、モンスター・ラボが担当。
GReeeeNがゲームボイスに初挑戦 サウンドはGReeeeNのJINプロデュー
サー

戦刻ナイトブラッド

マーベラス

2017年配信予定

http://senbura.jp/

出演声優の直筆サイン入り「特製ミニクリアファイル」が抽選で当たる
Twitterキャンペーンを実施中

カクテル王子

ギークス

2016年秋予定

フェルンズゲート

KEMCO

RPG

iOS/Android

2016年11月25日

スターオーシャン：アナムネシス

スクウェア・エニックス

ハイエンドアクション
RPG

iOS/Android

2016年10月17日

キャットバスターズ

Happy Elements

キャッ飛ばしRPG

iOS/Android

2016年11月1日

公式Twitterアカウントをフォロー＆ツイートした人の
中から抽選で6 名に、AGF2016 で配布した「特製ミニ
クリアファイル」に出演声優の直筆サインを入れてプ
レゼント。さらに抽選で 24 名に「特製ミニクリアファイ
ル」をプレゼントする。

E-Mail
予約TOP10

iOS/Android

予約TOP10
Twitter
LINE友達追加
SQUARE
BRIDGE
E-Mail
Twitter
LINE友だち追
加

http://kakupuri.com/

登場キャラクター3名のスペシャルボイス動画を公開！
CVは森久保祥太郎さん、奈良岡快さん、沢城千春さん

事前予約者数に応じて、レアなエイユウ（一緒に
戦ってくれるキャラ）、武器・アクセサリーなどの
様々なアイテムが当たる「プレミアムチケット」を配
布する
予約数に応じて紋章石をプレゼント。予約数20万
件突破で、★4ウェルチを配布

事前予約数に応じて、ゲーム開始時に全員がもら
える特典が豪華になっていく。

公式Twitterアカウントをフォロー＆対象ツイートをRT
で、オリジナルキャラクターのキャラクターボイスを担
当する上坂すみれさん、中尾隆聖さんのサイン色紙
などを抽選でプレゼント。

http://www.jp.square-enix.com/soa/

Android端末向けのCβTを実施 11月25日よりCβT参加者募集受付を開
始

https://catbus.happyelements.co.jp/

事前予約数30万件突破

ameba
mixiゲーム

2016年10月27日

iOS/Android

2015年12月17日

今冬配信開始予定

iOS/Android

2016年11月4日

2016年内予定

iOS/Android

2016年8月30日

E-Mail
Twitter
事前予約数に応じて、ゲーム内アイテム「小判」の
LINE友だち追 配布枚数が増えていく
加

結ひの忍

ビジュアルワークス

放課後ガールズトライブ

エイチーム

マジカルデイズ the Brats’s Parade

サイバード

スターリーガールズ

アエリアと角川ゲームス

魔王の約定

グローバルシステムズ

SGI＠先行予約

CODE OF JOKER Pocket

セガ・インタラクティブ

デジタルカードゲーム

period zero（ピリオドゼロ）

タイトー

戦略カードゲーム

リ・モンスター（Re:Monster）

アルファポリス

リアルRPG

陰陽師

NetEase Games

本格幻想RPG

覚醒少女バトルRPG

次世代育成シミュレー
ション

今秋配信予定

Twitter
事前予約者全員にスターバッジをプレゼント。予約
LINE友だち追
数に応じてもらえる数が増えていく
加

iOS/Android

2016年10月25日

iOS/Android

2016年11月8日

E-Mail
事前予約数に応じて、ゲーム内で使えるアイテ
Twitter
ムやカードなどの特典をゲーム開始時にお客
LINE友だち追
様全員にプレゼント。
加

iOS/Android

キャラクタービジュアル第三弾を公開
ショタ眼鏡・すじこ、ぼっち願望・おかか、説教じいじ・梅を新たに発表

https://girls-tribe.com/preregistration

事前予約数40万件突破
リリースに先駆けてテレビCMの放映決定

http://www.magicaldays.jp

http://www.starlygirls.jp/precampaign

事前予約者数7万件突破

初公開となる星娘のキャストを選ぶ投票企画「スターダストガールズ☆オー
ディション」を開始

事前予約数が2万件を突破

E-Mail
Twitter
LINE友だち追
加

iOS/Android

2017年冬

登録した全ての方に、『放課後ガールズトライブ』で
使えるガチャチケット３枚をプレゼント。また事前登
録に参加するとキャラクターの配役を決めるキャン
ペーンなどに参加できる。
E-Mail
予約者数に応じて、物語のキーマンとなるレオンと
Twitter RT ノラの限定デザインのスペシャルカード（レアリティ
LINE友だち追 ★4）やゲーム内のガチャで使用できるアイテムを
プレゼント
加

E-Mail

http://pro-page.jp/yuinoshinobi/index

事前予約数3万人突破でベーシックカードをプ
レゼント。事前予約数・公式 Twitter のフォロ
ワー数・LINE アカウント友だち数の達成人数に
応じて報酬が豪華になる。

http://coj.sega.jp/app/

事前予約数が40万件を突破

http://www.period0.jp/

配信開始日が11月30日に決定。
声優・八代拓さんのサイン色紙が当たるTwitterキャンペーンも開催

事前予約で精霊石130個と【強化・売却用】ゴー
ルドタートルスネーク【SR】x 3体プレゼント

http://remonster.jp/

AndAppで配信開始
世界中でダウンロード数が1,000万人を突破しているタイトルを日本で配信
開始

