タイトル

パブリッシャー

ジャンル

リリース予定時期

プラットフォー
ム

予約開始日

グランドサマナーズ

グッドスマイルカンパ
ニー

RPG

今春

iOS/Android

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10万
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 人で、クリスタル20個を、15万人突破で、特別配布
をプレゼント
ユニット×装備のセットを全員に配布
録

https://grandsummoners.com/

事前予約数30万件突破

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

https://blackrosesuspects.jp/

事前予約数30万件突破

WAR OF BRAINS

タカラトミー

対戦型カードゲーム

2016年夏予定

iOS/Android

2016年6月14日

E-Mail

http://www.takaratomy.co.jp/products/wob_ocg/

12月1日に配信決定。
事前予約数10万件突破

ねじ巻き精霊戦記 天鏡のアルデラミ
ン ROAD OF ROYAL KNIGHTS

KADOKAWA

リアルタイム戦略RPG

今秋配信予定

iOS/Android

2016年8月10日

逆転裁判４

カプコン

近日配信予定

iOS/Android

妖怪大辞典

レベルファイブ

クイズRPG

2016年11月配信

iOS/Android

リリース時期を2017年春に変更と発表した。

陰陽師

NetEase Games

本格幻想RPG

2017年冬

iOS/Android

ストーリーを公開

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

ラブラブ☆パラダイス

Playcomet

策略パズルカードRPG

キヲクロスト

キズナズン

楽園生活ひつじ村～大地の恵みと
冒険の海
エニグマスフィア

予約方法

特典・施策内容

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
予約数に応じて特典が増えていく。
最大で12Pack（1Packカード7枚入り）をプレゼント

Twitter
事前予約者数に応じて、特典が豪華になる登録者
LINE友だち追 数が増えればガチャに使える精霊石や、キャラク
ターをプレゼントも！？
加

Twitter
LINE友達追加 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
SQUARE
BRIDGE

2016年10月17日

iOS/Android

2016年11月28日

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、クリスタ
LINE友だち追 ルが付与される。予約数3万件突破で★3ヴィジョン
ズ「カグラ」がもらえる
加

サクセス

牧場SLG

PCブラウザ

2016年11月28日

GREEログイン 事前予約でカラー子羊1頭をプレゼント

エニグマスフィア

VR脱出ゲーム

イーキューブ

パズルゲーム

2016年12月配信

iOS/Android

陰陽師

NetEase Games

本格幻想RPG

2017年冬

iOS/Android

Battling封神

グローバルシステムズ

アクションRPG

今冬公開予定

iOS/Android

ライオンズフィルム

結ひの忍

http://alderamin-game.net/

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。

事前登録すると登録者全員に「★5美人 立花誾千
代」をプレゼント

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

ブラウザRPG

2016年11月29日

Android版を11月30日リリースへ

主な登場人物、カガク捜査査「足跡鑑定」「指紋照合」の情報を公開

アニメーショントレーラーの公開とテーマソングアーティストを発表！

http://lovejp.playcomet.com/

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

音楽SNSアプリ「nana」とのコラボオーディションを開催 優勝曲はゲーム内
に導入へ

http://games.gree.net/preopen/73087?app_code=TM
LPI073087&from_preinstall=73087

2016年11月30日

2016年11月30日

ビジュアルワークス

ameba
mixiゲーム

2016年10月27日

蒼の彼方のフォーリズム
-ETERNAL SKY- for DMM

DMM GAMES
エディア

PCブラウザ

天華百剣 -斬-

KADOKAWA・DeNA

アクションRPG

2017年春

iOS/Android

2015年5月30日

グランブルーファンタジー

Cygames

RPG

2016年12月12日

DMM

2016年11月21日

放課後ガールズトライブ

エイチーム

覚醒少女バトルRPG

iOS/Android

2015年12月17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

iOS/Android

2016年8月30日

魔王の約定

グローバルシステムズ

陰陽師

NetEase Games

2016年内予定

E-mail

事前予約を行うと、ゲームでガチャやアイテム
購入に使える「ワンダーストーン×300個」をプ
レゼント

http://www.e3cube.jp/product/bombsparty.html

登場する式神たちの物語「式神絵巻」を公開

PCブラウザ

E-mail

事前予約数に応じて、アプリのリリース時に全員に
ダイヤをプレゼント

事前予約で、[水]☆5[山犬少女]ティティをプレ
GREEログイン
ゼント
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
事前予約者全員に、虹ダイヤ×100個、PC版
事前登録限定SSR[私服]不知火乃々をプレゼ
ント。
DMMログイン
さらに、他プラットフォームからDMM版にデータ
引き継ぎで、SSR[私服]青葉夏菜子も一緒にプ
レゼント
E-Mail
事前予約者数に応じて、特典が豪華になって
Twitter
いく
LINE友だち追 今すぐ事前登録をして、豪華報酬を手に入れよ
加
う♪

http://houshin.gsgame.jp/

http://crw.lionsfilm.co.jp/

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

2017年冬

iOS/Android

2016年12月1日

事前予約者数が3万人を突破

事前予約期間中に公式Twitterアカウントのフォロ
ワー人数が、目標人数に到達すると、SSR[水着]鳶
http://www.dmm.com/netgame/feature/fourrhythm_p 事前予約を行うと、事前予約ガチャを回すことができる。
沢みさきが、事前登録ガチャのラインナップに追加さ
事前予約ガチャではガチャを回して獲得した選手をひとり、ゲーム配信後に
c.html
れ、[記念カード]倉科明日香・鳶沢みさき・有坂真白・
入手することができる。
市ノ瀬莉佳をプレゼントされる。

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

https://tenkahyakken.jp/zan/

https://dmm.granbluefantasy.jp/

ゲームシステムの詳細を新たに公開。
16年秋に予定されていた配信日は17年春に延期に

DMM GAMESでの事前予約数10万件突破

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。

https://girls-tribe.com/preregistration

CVとゲームの劇中歌に原田ひとみさんを新たに起用
一部を期間限定で公開

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

http://www.starlygirls.jp/precampaign

サービス開始予定日を12月9日に決定。
ゲーム主題歌も決定 スタートダッシュキャンペーンの概要も発表

E-Mail

SGI＠先行予約

本格幻想RPG

補足

「オキュラス・タッチ」向けローンチタイトル。新プロモーション映像を公開

爆撃アリス

少女とドラゴン

ティザーサイトURL

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

iOS/Android

2016年12月配信

追加施策

E-mail
事前予約数に応じてゲーム内アイテムをプレゼン
予約TOP10他 ト。

事前予約数が5万件を突破

http://www.onmyojigame.jp/

ストーリーを公開

#コンパス～戦闘摂理解析システム
～

NHN PlayArt
ドワンゴ

リアルタイム対戦

iOS/Android

HIT

ネクソン

大型RPG

iOS/Android

パラノーマル・キス

GMOゲームセンター
シンクラウド

近未来恋愛ADV

2017年春予定

iOS/Android

WAR OF BRAINS

タカラトミー

対戦型カードゲーム

2016年夏予定

iOS/Android

戦姫絶唱シンフォギア XD
UNLIMITED

ブシロード
ポケラボ

タイトル未定

ビットウォーカー

グランドサマナーズ

グッドスマイルカンパ
ニー

RPG

STELLIGHTS

COLLESTA

音楽ゲーム

マジカルフォーゼ プリズム ガール

DMMゲームズ
FUNYOURS JAPAN

シンフォニックバトル
RPG

2017年リリース予定

2016年11月7日

E-Mail
Twitter
LINE友だち追 事前予約数に応じてゲーム内通過のBMやガチャ
チケットをプレゼント。
加
ニコニコ公式
チャンネル
E-Mail
Twitter
LINE友だち追
加

http://app.nhn-playart.com/compass/lp/

事前予約数10万件突破

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

事前予約数10万件突破

http://paranormal-kiss.tokyo/

2016年6月14日

E-Mail

予約数に応じて特典が増えていく。
最大で12Pack（1Packカード7枚入り）をプレゼント
公式Twitterアカウントをフォローし、キャンペーンに
該当するツイートをリツイートすることを条件に抽選で
総勢18名にシンフォギア装者を演じた声優のサイン
色紙をプレゼント

iOS/Android

近日中に事前予約受付開始。
17年春に日本、台湾、韓国で同時リリース予定

http://www.takaratomy.co.jp/products/wob_ocg/

正式サービスを12月1日から12月上旬に変更

https://symphogear.bushimo.jp/

Twitterフォロー&リツイートキャンペーンを実施

http://cabacolle.jp/

今春

iOS/Android

2016年4月15日

iOS/Android

美少女変身SRPG

https://grandsummoners.com/

事前予約で有料コンテンツを利用の際に必要とな
る【サンプリズム】×30個をプレゼント。また事前予 公式twitterのフォロワー数に応じてゲーム内アイテ
DMMログイン
約者に応じてさらに【サンプリズム】×4個ずつ、追 ムがプレゼントされる。
加されていく。

iOS/Android

リリース遅延を発表

事前予約者数6000人突破
事前予約者は全有料楽曲を解放して遊べるようになるとのこと。

予約TOP10

iOS/Android

双星の陰陽師

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

E-mail
事前予約をすると、カードバックをプレゼントす
る。さらに登録人数に応じて、特典ボーナスも
追加される。

http://mpgzijen.funyours.co.jp/

事前予約でアイテムゲットガチャを楽しめる。累計ガチャ回転数が規定値を
達成すると、ゲーム内アイテムをプレゼント。

https://prereg.bnent.net/common/serial.php?app=sousei

原作が助野嘉昭氏により、集英社発行の月刊漫画雑誌「ジャンプSQ.」にて
2013年12月号より連載中のバトルアクション・ファンタジー。2016年4月より
テレビ東京系にてアニメも好評放送中。12月2日発売の集英社発行の月刊
漫画雑誌「ジャンプSQ.」にて、本アプリのイメージビジュアル第1弾を公開。

http://playastroboy.com/

第1回東京コミックコンベンション（幕張メッセ：12月2日～12月4日）期間中、
『アトム：時空の果て』ブースにて事前登録すると、東京コミコンスペシャル
カードをプレゼント！

アトム：時空の果て

アクティブゲーミングメ
ディア

本格カードゲーム

2017年1月予定

iOS/Android

陰陽師

NetEase Games

本格幻想RPG

2017年冬

iOS/Android

戦闘システムなどを紹介 新たな式神、髪喰い（CV: 間宮康弘）、犬神（CV:
関俊彦）、妖琴師（CV: 島﨑信長）も公開

サンリオキャラクターズ ファンタジー
シアター2（仮）

シフォン

iOS/Android

2017年春に事前登録を開始予定

キヲクロスト

キズナズン

虫姫さま GOLD LABEL

ケイブ

結ひの忍

ビジュアルワークス

スターリーガールズ

アエリアと角川ゲームス

キズナストライカー！

アメージング

放課後ガールズトライブ

エイチーム

本格バトルRPG

2016年11月予定

次世代育成シミュレー
ション

2016年内予定

2017年1月予定

覚醒少女バトルRPG

2016年12月5日

iOS/Android

2016年11月24日

iOS/Android

2016年11月7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
予約TOP10

事前予約で、ジュエル20個と甲獣 ハイコンゴー
ルドをプレゼント

ameba
mixiゲーム

2016年10月27日

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

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。
LINE友だち追
予約数に応じてもらえる数が増えていく
加

iOS/Android

2016年10月17日

事前予約でゲーム内で役に立つアイテム『Sス
ター』や、 部員たちの私服衣装が獲得出来る。
E-mail
Sスターは予約数に応じて増えていく。
公式アカウントをフォローし、該当ツイートをRTした
Twitter
Twitter登録をすると、 事前予約私服ガチャが ユーザー中から抽選で、 本作に出演する声優のサ
LINE友だち追
イン入り色紙を@プレゼント
回せる！
加
Twitterでつぶやく事で1日最大100回まで挑戦
可能。

iOS/Android

2015年12月17日

E-Mail

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

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。

追加キャストを発表 YouTubeの新星シンガー「粉ミルク」さんとシンガーソ
ングライター「山下歩」さん
配信日を12月6日から中旬に変更

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

第一弾キャストを発表 江口拓也さんが「明太子」、増田 俊樹さんが「しら
す」を担当

http://www.starlygirls.jp/precampaign

事前予約ミッション「銀河を彷徨うGギアを回収せよ！」を開始

http://kizunastriker.com/

https://girls-tribe.com/preregistration

事前予約数3万件突破

HIKAKIN氏による先行プレイ動画を公開

