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超大作 MMORPG『Dragon's Prophet（ドラゴンズプロフェット）』 

オープンβテスト開始のお知らせ 

 

 当社にてサービスを予定しております超大作永住型 MMORPG『Dragon's Prophet』（以

下『ドラゴンズプロフェット』）（URL：http://dragonsprophet.jp/）におきまして、本日平

成 25 年 6 月 7 日（金）15：00 より、オープンβテスト（以下 OBT）を開始したことをお

知らせいたします。なお、本作はアイテム用リュックとドラゴンの所有スロット制限を最初

から全て開放した状態でお楽しみいただけるシステム「スタートアップアイテム受け取り

システム」をはじめとした様々なシステムに対応および実装しております。 

 

 

 

 

 

 

■～あなたを待つドラゴンがいる～超大作永住型ファンタジーRPG が始動！ 
『ドラゴンズプロフェット』では、6 月 7 日（金）に OBT を開始いたしました。 

先日実施した CBT バージョンでの改善ポイントを徹底的に洗い出し、テキストの大幅改善

やサーバーを大幅増強した OBT バージョンにてお楽しみいただけます。また、この度の

OBT 開始にあたり、テスターの皆様がより深くお楽しみいただけるよう、新たに開設した

公式サイトに便利機能や特徴的なシステムをご紹介するページをご用意いたしました。狩

り場にて周辺プレイヤーを気にすることなく存分にバトルをお楽しみいただける「バトル

シェアシステム」などの様々なお役立ち情報をご覧いただけます。プレイ開始前にぜひご一

読ください。また、リュックのスロット枠およびバディスロット枠（ドラゴンスロット）所

有スロット制限を最初から全て開放した状態でプレイできる「スタートアップアイテム受

け取りシステム」を実装いたしましたので、かつてない快適なスタートをお楽しみください。 

 



【オープンβテスト】概要 

【日時】 6 月 7 日（金）15：00 より開始 

【内容】 ・OBT 開始に合わせ、公式サイトをオープンいたしました。 

最新情報は公式サイトにてご確認いただけます。 

 ・終了日はテストの進捗次第で決定させていただきます。 

その際は改めてご案内させていただきます。  

 ・テスターの皆様向けに便利機能や特徴的なシステムをご紹介するページを 

 ご用意しましたので開始前にご一読ください。 

・キャラクター作成後は、アイテムなどのスロット数制限が気にならなくなる 

 「スタートアップアイテム受け取りシステム」をご利用ください。 

・他にも「ゲームデータ転送システム」など、多数のシステムに対応しておりますので 

 ご利用ください。 

◆『ドラゴンズプロフェット』ティザーサイト URL： http://dragonsprophet.jp 

◆『ドラゴンズプロフェット』公式サイト URL： http://dragonsprophet.aeriagames.jp/ 

 

■なんと全部のスロット枠が無料開放！「スタートアップアイテム受け取りシステム」 
 RPG をプレイする際に悩んでしまうことが多いアイテムなどのスロット数制限の問題を

解決する革命的なシステム「スタートアップアイテム受け取りシステム」を実装いたしまし

た。キャラクター作成後、所定のページにログインしていただき、お好きなキャラクターを

ご選択いただくと、対象キャラクターに「ロック開放用アイテム」がスロットの個数分付与

されます。開放アイテムをすべて使用することで、対象キャラクターはアイテム用リュック

のスロット枠およびバディスロット枠（ドラゴンスロット）が最初から全枠ご利用いただけ

る状態でお楽しみいただけます。他にも冒険の序盤に非常に役立つアイテムも同時にご入

手いただけます。なお、本システムは正式サービス開始後も継続してご利用いただける予定

となっております。 

 

【スタートアップアイテム受け取りシステム】概要 

【内容】 以下の操作を行うことで、最初からリュックやドラゴンスロットをすべて開放した状態で 

ドラゴンズプロフェットをお楽しみいただけます。 

＜操作手順＞ 

 ①ゲームを起動し、キャラクターを作成してください。 

 ②「スタートアップ受け取りシステム」特設ページにアクセスしてログインしてください。 

③本システムを使用したいキャラクター名を選択し、「送信」ボタンを押してください。 

④ゲーム内の「メールボックスに」以下のアイテムが添付されたメールが届く 

 【アイテム内容】 

 「リュックスロット拡張カード」×5 個（アイテム用リュックスペースを 8 スロット拡張） 

 「バディスロット拡張エンブレム」×4 個（ドラゴンを保有できる枠を個数分開放） 

 「ダミードール」×5 個（力尽きた時にその場で復活を可能にする） 

 「ワールドスピーカー」×40 個（ワールド内の全プレイヤーに向けた発言を可能にする） 



⑤拡張アイテムをすべて使用することでスロット数制限を気にせずプレイ可能になる 

◆所有枠無料開放システム実装のお知らせ URL： 

      http://dragonsprophet.aeriagames.jp/notices/view/5264 

◆『スタートアップ受け取りシステム』URL： http://dragonsprophet.aeriagames.jp/dp_present 

 
■最初によく読んで冒険に役立てよう！！「仕様と機能の便利ガイド」 
 『ドラゴンズプロフェット』をお楽しみいただく上で欠かせない重要な機能や、便利な機

能をご紹介するページをご用意いたしました。モンスター討伐時に周辺プレイヤーを気に

することなく存分にバトルをお楽しみいただける「バトルシェアシステム」をはじめ、ドラ

ゴンと契約してパートナーにする方法や、快適なマップ間移動にご利用いただける「飛行船」

の利用方法など、様々な内容をご説明させていただいております。最初にしっかりとご一読

いただき、今後の快適な冒険にお役立てください。 

◆仕様と機能の便利ガイド URL： http://dragonsprophet.aeriagames.jp/gamesystem/spguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
■身近な友達を誘って一緒に冒険を楽しもう！「友達紹介プログラム」 
 身近なご友人をご招待していだいた方と、招待をされた方がそれぞれ特典をご獲得いた

だける「友達紹介プログラム」をご用意いたしました。特設ページにログインして所定のフ

ォームよりご友人様に招待メールをご送付いただき、そのご友人様がゲームにログインす

るとお互いに特典が獲得できるほか、所定の条件を達成した際にはさらに豪華な特典をご

獲得いただけます。 

【内容】 特設ページをご利用いただき、身近なご友人をドラゴンズプロフェットにご招待いただくと 

 お互いに特典をご入手いただける「友達紹介プログラム」をご用意いたしました。 

 

バトルシェアシステムで気兼ねなくモンスターを討伐しよう！ 



＜操作手順＞ 

 ①特設ページのフォームにてログインしてください。 

 ②メールアドレスとメッセージを入力して「メール送信」ボタンを押してください。 

③メールを受け取った方のゲームプレイ状況に応じて、お互いに特典をご入手いただけます。 

＜条件および特典＞ 

・本システムを利用して新規登録した友達が「ドラゴンズプロフェット」にログインすると、 

 招待した人に「デイリークエストリセット券」×1 個 

 招待された友達に「初級経験値ポーション」×1 個 

 をプレゼントいたします。 

・招待された友達がゲーム内でドラゴンを獲得すると、 

 お互いに「愛のトレーニング鞭」をプレゼントいたします。 

・招待された友達がゲーム内でレベル 20 に到達すると、 

 お互いに「初級 EXP タンク」をプレゼントいたします。 

 

◆友達紹介プログラム URL：  http://dragonsprophet.aeriagames.jp/invites 

 

■モバイルでアイテム獲得チャンス！見逃せない限定情報も入手可能！ 
 『ドラゴンズプロフェット』ではモバイルを使ったコンテンツにも対応しております。モバイ

ルからキャラクターレベルに応じた様々なアイテムをご獲得いただける「ケータイメール日記」

と、見逃せないお得情報や限定情報をいつでも受け取ることができる「速報メルマガ」をご利用

いただけます。モバイル連動機能をご利用いただきいつでもどこでも本作をお楽しみください。 

 

◆ケータイメール日記＆速報メルマガ登録ページ URL： 

     http://dragonsprophet.aeriagames.jp/dpmail 

 
■衝撃のシステムが最新アルゴリズムで進化！「ゲームデータ転送システム2013」 
 AeriaGames 独自の考察と理論に基づき、これまでプレイされていたゲームの各種データをシ

ステムにご入力いただくだけで様々なアイテムに変換される斬新な新システムとして一部で大

反響を呼んでいるのが「ゲームデータ転送システム」です。この度『ドラゴンズプロフェット』

の始動に合わせ、最新アルゴリズムで「ゲームデータ転送システム 2013」として進化を遂げまし

た。さらに快適なAeriaGames ライフにご活用ください。 

 

◆「ゲームデータ転送システム 2013」URL：   http://www.aeriagames.jp/keh 

 
 
 
 
 



■記念称号など特典たくさん！いち早くゲット！OBT 開始記念特別キャンペーン 
  

 

 

 

 

 

 

OBT 開始を記念し、特別キャンペーンを実施いたします。スタートダッシュに最適な条件

と特典をご用意いたしましたので、最大のチャンスをお見逃しの無きようご利用ください。 

【オープンβテスト】概要 

【日時】 6 月 7 日（金）15：00 より正式サービス開始まで 

【内容】 スタートダッシュに最適なキャンペーンを 3 種類実施いたします。 

 ＜新規登録キャンペーン＞ 

 期間中、ドラゴンズプロフェットにログインしていただいた方にもれなく 

 24 時間経験値が 5％アップする「初級経験値ポーション」をプレゼント 

 ＜スタートダッシュキャンペーン＞ 

 OBT 終了時点でキャラクターレベルが 15 以上のキャラクターをお持ちの方に、 

 キャラクターのステータスポイントをリセットできる 

「ステータスリセットマジックパウダー」をプレゼント 

＜ログインキャンペーン＞ 

OBT 期間中前日ログインしていただいた方に特別称号「解き放たれしドラゴン」をプレゼント 

 

◆『OBT 開始記念特別キャンペーン』URL： 

   http://dragonsprophet.aeriagames.jp/notices/view/5262 

 

 
■画期的な Facebook 連動システム登場！「いいね！プッシュシステム」  
 日々最新情報や先行情報をお届けしている『ドラゴンズプロフェット』公式 Facebook ペ

ージでは、特別企画といたしまして、ドラゴンズプロフェットのアイテムをご獲得いただけ

る「いいね！プッシュシステム」が登場いたしました。「いいね！」ボタンとゲームアイテ

ムが連動した画期的なシステムとなっておりますので是非お試しください。 

【いいね！プッシュシステム】概要 

【日時】 平成 25 年 6 月 4 日（火）15:00 より開設中 

【内容】 公式 Facebook ページにて「いいね！」を押したあと、 

ページ内所定の「素敵な特典アイテムを今すぐもらう！」ボタンを押すと、 

ガイドに従って進むだけで、OBT 以降にすぐに使える特典アイテムのコードをその場で 

ご獲得いただけます。 

 



※すでに「いいね！」ボタンを押していただいている方は、「素敵な特典アイテムを 

今すぐもらう」ボタンを押してガイドに従うだけでアイテムをご獲得いただけます。 

 ※OBT 前にシステムをご利用いただくことは可能ですが、 

アイテムの受け取り可能時期は OBT 開始後となります。 

 

◆「いいね！プッシュシステム」紹介 URL： http://dragonsprophet.jp/notices/view/5256 

◆公式 Facebook ページ URL： http://www.facebook.com/dragonsprophet.aeriagames 

◆「いいね！プッシュシステム」URL: 

http://www.facebook.com/dragonsprophet.aeriagames/app_187935048027991 

 

■「アイドリング！！！」リーダー「遠藤舞」によるイメージソング採用決定！ 
人気アイドルグループ「アイドリング！！！」のリーダ

ーを務める「遠藤舞」さんのソロデビュー曲が『ドラゴン

ズプロフェット』のイメージソングとして決定いたしま

した。MONKEY MAJIK などが所属する avex 内のロッ

ク専門レーベル「binyl records」（ヴァイナルレコーズ）

から「Piano Pop Rock」というジャンルで、従来のアイド

ルグループからのソロデビューという枠を超えた衝撃の

デビューが予定されています。 

この度の本格派コラボレーションの実現を活かした

様々な企画を実施してまいりますのでご期待ください。 

 

◆「アイドリング！！！」リーダー遠藤舞によるイメージソング採用決定 URL：   

     http://dragonsprophet.aeriagames.jp/endomai 
 

『ドラゴンズプロフェット』について 
 『ドラゴンズプロフェット』は、ドラゴンを個性的に成長させていっしょに 

冒険を繰り広げることができる超大作の 3DMMORPG です。 

 

リアルさを追求した世界に生きる様々なドラゴン達は捕獲した後にパートナーになります。 

ドラゴンを強く育て、ともにモンスターと戦うことができるのはもちろん、素材採集をさせ

ることもできます。 

更には背中に乗って自由自在に大空を飛び回ることや、水中を素早く移動することも 

できますので、壮大な世界の冒険に必要不可欠なパートナーとして大活躍します。 

 

戦闘は見知らぬプレイヤーといっしょにモンスターの討伐が可能な 

「バトルシェアシステム」を採用しており、それぞれが同じ報酬を手に入れることが 

できますので、狩り場での周辺プレイヤーを気にすることなく、 

存分にノンターゲッティングバトルをお楽しみいただけます。 



 

ほかにも緊張感のあるイベントシステムや、生産や調理といった生活システムなど、 

MMORPG に欠かせない、ゲームとしての様々な面白さをギュッと詰め込んだ 

永住型オンラインファンタジーRPG の決定版です。 

 

【ご参考】詳細情報については、下記の WEB サイトをご覧ください。 

■株式会社アエリアWEBサイト        http://www.aeria.jp/ 

■オンラインゲーム総合サイト『AeriaGames』  http://www.aeriagames.jp/ 

■『ドラゴンズプロフェット』ティザーサイト  http://dragonsprophet.jp 

■公式 Facebook ページ    http://www.facebook.com/dragonsprophet.aeriagames 


