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株式会社スクウェア・エニックス

新WEBムービー・新TVCM概要

タイトル 「星のドラゴンクエスト実写版プロモーション映像」（WEBムービー 90秒）

https://youtu.be/YFfT-ud5MTk

「3周年冒険のはじまり」篇（TVCM 15秒） https://youtu.be/cAbpKYECMqo

「3周年最終決戦」篇（TVCM 15秒） https://youtu.be/ctfnI3_Jjug

放映・公開日 2018年10月12日（金）

星のドラゴンクエスト 3周年記念 新WEBプロモーションムービー

星のドラゴンクエストがついに実写化！

星ドラの壮大な世界を実写とCGでリアルに描く超大作映像！

ゲームの世界が現実に!?

臨場感あふれるモンスター軍団との戦いは必見！

2018年10月12日（金）から公開開始
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【情報解禁日時】10月12日（金）AM0：00

※上記を本件の情報解禁日時とさせていただきます。

※解禁日時前の情報露出はお控え頂きますようお願い申し上げます。

※WEBメディア様へは動画元素材の提供をしておりません。

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：松田洋祐、以下「スクウェア・エニックス」）は、

1,800万ダウンロードを突破したスマートフォン用タイトル「星のドラゴンクエスト」（以下、星ドラ）の配信開始3周年を記念し、

新WEBプロモーションムービー(90秒)を10月12日（金）より公開いたします。また、同日よりWEBプロモーションムービーの世

界観をギュッと凝縮した新TVCM「3周年冒険のはじまり」篇／「3周年最終決戦」篇（15秒）を順次全国でオンエアいたします。

本WEBプロモーションムービーは、星のドラゴンクエストの世界観を実写映像とCG技術で表現し、本作で味わうことができ

る壮大かつ大迫力の冒険をふんだんに描いた映像作品です。本映像の主人公は、「見習い勇者」、「太っちょ戦士」、「可憐

な魔法使い」による3人のパーティ。息つく間もなく次々と襲い来るリアルなモンスターたちと手に汗握る戦闘を繰り広げます。

さまざまな呪文や技を駆使しながら戦いを繰り広げ向えた最終決戦。瘴気をまとった強大な敵を前にして、果たして勇者た

ちは勝利できるのか！？息を飲む展開は必見です。

新TVCMも同日より順次全国でオンエア！



ブルリア星の上空に禍々しい隕石が襲来！

隕石から邪悪な6体の「魔神獣」が出現するぞ！

時間ごとに現れる「魔神獣」をすべて倒すと「特別なボス」が登場！

見事、「魔神獣」や「特別なボス」を倒すことができると、

「ジェム」や「ぼうぐ進化の宝玉」といった貴重な報酬を

入手することができる“発掘ポイント”を手に入れられるぞ！

星ドラ3周年記念！

ギガバトルイベント「魔神獣と絶望の凶星」開催中！

【ダンジョン出現時間】

2018年10月10日(水) メンテナンス終了後～11月2日(金) 23:59

▲覚醒帝王 ▲ザイアック

▲オリハルザム ▲クインフィプリ ▲覚醒暴君ボーガン ▲覚醒蟲アラッド

◇3周年記念3,000ジェムプレゼント！◇

『星のドラゴンクエスト』 3周年を記念して、期間中ログインした冒険者全員に3,000ジェム（無償ジェムふくびき10回分相当）を

プレゼントいたします。本作をはじめる絶好の機会ですので、ぜひ『星のドラゴンクエスト』の世界をお楽しみください！

■受け取り期間 2018年10月10日(水) メンテナンス終了後～10月22日(月) 23:59まで

※各キャンペーン・イベントの詳細は、ゲーム内のお知らせをご確認ください。
※各キャンペーン・イベント内容や開催期間は、予告なく変更となる場合があります。
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■6体の「魔神獣」



■ストーリーボード ①

「星のドラゴンクエスト実写版プロモーション映像」（WEBムービー・90秒）
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「ボクたちは」

人々が行き交う街で、
スマホを見つめる青年。

いつもの風景の中に、
大きな星が空に鎮座し
ている。

夜ベッドに寝転がりスマ
ホを見ている青年。

夜エレベーターに寄り掛
かりながらスマホを見て
いる青年。

飲み物を飲みながらス
マホを見つめている女
子高生。

買い物帰りに立ち止り
スマホを見ている主婦。

エスカレーターから振り
返り空を見上げる青年。

バス停で空を見上げる
女子高生。

夜ベッドから窓の外の空
を見上げる青年。

買い物帰りに空を見上
げる主婦。

街が見える陸橋の上で
空に浮かぶ星を見つめ
る青年。

「ボクたちは」

「ボクたちは」

「ボクたちは」

「スマホの中の」

「同じ星を見上げてい
る」

星の中に飛び込むと、

そこには太陽の光が綺
麗な大平原が広がって
いる。

大平原を走る勇者たち。

https://youtu.be/YFfT-ud5MTk
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■ストーリーボード ②
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森の中、何かに気が付
き振り向く勇者。

じごくのよろいの攻撃を
剣で受け止める。

じごくのよろいと互角の
戦いを繰り広げる。

勇者を助けるため魔法
使いがヒャドを唱える。

かわし切れずに盾が凍
る。

すかさず戦士が金槌で
攻撃を繰り出す。

攻撃の威力で盾の氷が
吹き飛ぶ。

星の中、別の場所に飛
び込むと、

そこは渓谷地帯が広
がっている。

そこに待ち受けるだいま
どう軍団。

メラミを唱え始めるだい
まどう軍団。

無数の火の玉が勇者た
ちを襲う。

星の中、別の場所に
飛び込むと、

そこには黄色い荒野が
広がっている。

スライム肉まんをほおば
る戦士だが、振り向くと
戦闘中の勇者が。

17 25

慌てて戦闘に参加す
るが、ゴーレムの攻撃
によろめく勇者たち。

「星のドラゴンクエスト実写版プロモーション映像」（WEBムービー・90秒）
https://youtu.be/YFfT-ud5MTk
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■ストーリーボード ③
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イオナズンを唱えようとす
る魔法使い。

杖の先にオーラが巻き
付いていく。

星の中、別の場所に飛
び込むと、

溶岩の流れる黒い大
地が広がっている。

そこにモンスターの大群
が現れ、対峙する勇者
たち。

勇者の闘志に呼応し、
ロトのつるぎが光り始め
る。

山間から瘴気をまとい
体を乗り出し現れるドス
ラーデス。

大地を瘴気が覆ってい
く。

瘴気がすごい勢いで勇
者たちに襲い掛かる。

さらに身を乗り出し、吠
えるドスラーデス。

必殺技を繰り出そうと、
ロトのつるぎに稲妻が集
まる。

ロトのつるぎを振りおろ
し、ギガスラッシュを繰り
出す勇者。

星を引いていくと、

青年が持っているスマ
ホに。

街が見える陸橋の上
で、空に浮かぶ星を見
上げる青年。

33 41

「僕たちは、
今、伝説の中にいる。」

「星のドラゴンクエスト実写版プロモーション映像」（WEBムービー・90秒）
https://youtu.be/YFfT-ud5MTk



■登場するキャラクター

＜主人公パーティ＞

見習い勇者 太っちょ戦士 可憐な魔法使い

＜主なモンスター＞

じごくのよろい ゴーレム だいまどう ドスラーデス
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映像の中には他にも様々なモンスターが！？
本作では、襲い掛かるモンスターたち以外にも映像の端々に様々なモンスターが登場しています。

星のドラゴンクエストの世界観を数多く反映した本作。ご覧になった方は、いくつ発見できるでしょうか。

まるで、ドラゴンクエストの世界に入り込んだかの様な、広大な景色にも注目！
「緑の大地」「渓谷」、「黄色い荒野」、「黒い大地」など、本作は広大な景色にも注目。撮影は映画などのロケ地とし

て有名なアイスランド。雄大な自然が織りなす絶景や、見るものを圧倒する広大な自然の中で勇者たちが冒険を

する姿はまさに実写版「星のドラゴンクエスト」そのものです。



●商品タイトル
●ジャンル
●対応機種
●配信日
●価格
●公式サイト

＜権利表記＞

●映像や音楽を含む場合
©2015-2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
©SUGIYAMA KOBO

●雑誌記事など、音楽を含まない場合
©2015-2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

＜制作スタッフ＞

●ゼネラルディレクター
●キャラクターデザイン
●音楽
●制作・運営

＜ご参考＞株式会社スクウェア・エニックスについて
株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービス
のヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シ
リーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数7,600万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同1億4,200万本以
上）、「トゥームレイダー」シリーズ（同6,700万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。
（http://www.jp.square-enix.com/）

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL 
FANTASY、トゥームレイダー／TOMB RAIDER、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、その他の社名、商
品名は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

： 堀井雄二
： 鳥山明
： すぎやまこういち
： 株式会社スクウェア･エニックス

： 『星のドラゴンクエスト』
： ロールプレイング
： iPhone/Android
： 好評配信中
： アイテム課金型（基本プレイ無料）
： http://www.dragonquest.jp/hoshidora/

■商品概要
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【星のドラゴンクエストとは？】

累計1,800万ダウンロードを突破した「ドラゴンクエスト」シリーズの

スマートフォン用ゲーム「星のドラゴンクエスト」。

本作は、惑星全体を舞台にして冒険を繰り広げる

“宇宙丸ごと探索型RPG”です。そうびや見た目を

自由にカスタマイズできる主人公たちを成長させながら、

迫りくる星の危機に立ち向かっていきます。

かんたんタッチ操作でプレイできる、ドラゴンクエストシリーズ

おなじみのモンスターたちとの大迫力のバトル。

最大4人で挑むマルチプレイでは、全国のプレイヤーと一緒に、

歴代シリーズの強敵と白熱のバトルをお楽しみいただけます。

http://www.jp.square-enix.com/
http://www.dragonquest.jp/hoshidora/

