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報道関係各位
2020 年 10 月 14 日
NHN PlayArt 株式会社
株式会社ドワンゴ

リアルタイム対戦ゲーム『#コンパス』のヒーローと渋谷で街歩き
#コンパス AR 謎解きイベント 『MYSTERY OF MIRAGE MESSAGE』
2020 年 10 月 28 日（水）から開催決定！本日より予約開始
NHN PlayArt 株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭、以下 NHN PlayArt) と株式会社ドワ
ンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野 剛、以下ドワンゴ）が提供する iOS/Android 向けリアルタイ
ム対戦ゲーム『#コンパス 戦闘摂理解析システム』 （以下＃コンパス）は、プレティア・テクノロジーズ株式会社（本
社：東京都品川区、代表取締役：牛尾湧）と共同開発した、『#コンパス AR 謎解き MYSTERY OF MIRAGE
MESSAGE』の体験型イベントを 2020 年 10 月 28 日（水）から渋谷で開催します。
『#コンパス AR 謎解き MYSTERY OF MIRAGE MESSAGE』は、AR（拡張現実）技術を活用した謎解きゲームで
す。スマートフォンを通して、AR キャラクターと協力しながら実際の街を歩き回り、謎を解いていく新感覚エンターテインメント
です。＃コンパスの魅力的なヒーロー特有の謎解きミッションを攻略することで、街に現れるポータルを制圧していく、＃コンパ
スの世界を現実世界で体験できるイベントです。開催に向けて、本日より予約受付を開始します。

■開催概要
・開催内容：オリジナルアプリを使って遊ぶ、渋谷を舞台とした “新感覚” AR 謎解きゲームです。
実際に渋谷の街を歩き回り、街中に仕掛けられた謎を解いていきます。謎を解く爽快感、最新の AR 技術、
予想外のストーリー…スマートフォンアプリならではの機能を駆使して、ミッション達成を目指します。
・開催期間：2020 年 10 月 28 日（水）～ 2021 年 1 月 31 日（日）
・営業時間：平日：12 時 30 分～最終案内 16 時 30 分（30 分おき、各回最大 10 名までのご案内）
土日祝：10 時 30 分～最終案内 16 時 30 分（30 分おき、各回最大 10 名までのご案内）
・開催場所：東京都渋谷エリア
・スタート地点：東京都渋谷（具体的な場所はゲーム予約後に別途ご案内します。）
・価格：2,500 円（平日・土日祝問わず一律。コンティニュー課金あり）
・体験時間：約 90~120 分
本日 2020 年 10 月 14 日（水）より予約受付を開始します。
予約ウェブサイト URL：https://pretiaar.com/games/6
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■ストーリー
AR 技術やチャット機能で、ヒーローと一緒に【奪われた街】の謎を 解き明かせ
突如【この街】が何者かに奪われた。主人公となるプレイヤーは、零夜・桜華忠臣・グス タフ ハイドリヒ・輝龍院きらら・メグ
メグ・13 サーティーンなど、#コンパスのヒー ローたちと、「実際の渋谷」を舞台に、【奪われた街】の謎を解き明かしていきま
す。 他のヒーローも登場します。ヒーロー達と協力してすべての謎を解き明かせ！#コンパス が初めての方でもお楽しみい
ただけます。

◼ 人気声優 斉藤壮馬の録り下ろし
本サービスは、＃コンパスのオリジナルヒーロー「零夜」を主人公としたオリジナルストーリーもお楽しみいただくことができます。
オリジナルストーリーに合わせ、零夜の CV 斉藤壮馬さんに新規ボイスも撮り下ろしをさせていただいております。
#コンパスの新たな世界線から巻き起こる事件！ 渋谷の街で ヒーロー達と協力して ポータルキーを奪還してください。

■謎解きゲームクリアで、#コンパスで使える零夜の限定コスチュームをプレゼント
ゲームをクリアした参加者には、本イベントのメインキャラクター＃コンパスのオリジナルヒーロー「零夜」の新コスチュームを入手
できる限定シリアルコードを特典としてプレゼントします。本イベントでしか手に入れることのできない 公式絵師ちゃもーいさん
プロデュースによるコスチュームです。
◼ ヒーローコレクションのコンプリートで、ゲーム後も AR ヒーローと会える
本イベント内においてヒーローコレクション機能があります。これをコンプリートすると、ゲーム終了後も AR ヒーローと会うことが
できます。謎解きゲームクリアのほか、渋谷に集まった全ヒーローに会いに行き、コレクションコンプリートも目指しましょう。
◼ 謎解きイベントオフィシャルグッズの販売
本イベントを記念して、オリジナルグッズをヴィレッジバンガード渋谷本店にて期間限定販売をします。
人気の連結アクリルキーホルダーを始めとした定番グッズから、本イベントのメインキャラクターである＃コンパスのオリジナルヒ
ーロー「零夜」MMM ロゴをモチーフとしたペンダントなど、多数ご用意しております。
販売期間：2020 年 10 月 28 日(水)- 2021 年 1 月 31 日(日) 11:00～21:00
販売場所：ビレッジバンガード渋谷本店
https://www.village-v.co.jp/shop/detail/697
東京都渋谷区 宇田川町 23-3 渋谷第一勧銀共同ﾋﾞﾙ B1F・2F
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◼新型コロナウイルスの感染予防対策について
ご参加いただくお客様におかれましては、以下の新型コロナウィルス感染予防対策へのご協力をお願い申し上げます。
<運営方針及びお客様へのお願い>
- 「密閉」「密集」「密接」の 3 密を避けるため、お客様には予約日時に渋谷へお越しいただき、ご自身で遠隔スタートして
いただきます。具体的なスタート方法につきましては、ご予約後にご案内いたします。
-

マスクは必ず着用のうえ、ご参加ください。
ご予約は 3 名様まで可能です。4 名様以上でのご参加は承っておりません。
同一スロットに他のお客様がいらっしゃった場合、2m 以上の距離を空けてご体験ください。
電車等をご利用のうえでのご参加は極力ご遠慮ください。
ご体調の悪い方はご参加をご遠慮ください。
体験中に何かトラブルなどがございましたら、LINE 公式アカウント（https://pretiaar.com/contact/）まで
ご連絡ください。

■『#コンパス 戦闘摂理解析システム』について
『#コンパス※ 戦闘摂理解析システム』は、１チーム３人で仲間とチーム組み、「1 バトル 3 分間」で相手チームとステージ
に配置された拠点を奪い合うリアルタイム対戦ゲームです。また、スキルカードを集めて、組み合わせによる多彩な戦略で最
強のデッキを作り、対戦に備えることができます。アクションゲーム、戦略ゲーム、カードゲームの要素を、1 バトル 3 分に凝縮
して詰め込んだ、まったく新しいジャンルのスマートフォンゲームです。
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■ゲーム概要
タイトル：#コンパス

タイトル：#コンパス 戦闘摂理解析システム
ジャンル：リアルタイムオンライン対戦ゲーム
対応端末：iOS 8 以降（iPhone, iPodTouch, iPad）, Android 4.4 以上
対応言語：日本語
サービス地域：日本
サービス開始日：2016 年 12 月 17 日
価格：基本無料（アイテム課金）
開発・企画・運営：NHN PlayArt 株式会社, 株式会社ドワンゴ
App Store
https://itunes.apple.com/jp/app/konpasu-zhan-dou-she-li-jie/id1164400646
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpa.cps
Amazon Appstore
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B076CHJ5D1
公式サイト
http://app.nhn-playart.com/compass/
※Apple および Apple ロゴは米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。App Store は Apple Inc.のサービスマ
ークです。
※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。
※Amazon、Amazon.co.jp および Amazon.co.jp ロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

