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本格ものづくりRPG『鍛冶屋とドラゴン』Android 版配信開始！ 

早くも人気沸騰中のタイトルが遂に Android でも楽しめる！ 

http://kajidora.aeriagames.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 当社が運営しておりますスマートフォン向け本格ものづくり RPG『鍛冶屋とドラゴン』

（URL：http://kajidora.aeriagames.jp/）（以下『鍛冶屋とドラゴン』）は、平成 25 年 12 月 26 日

（木）に Android 版の配信を開始いたしました。また、Android 版の配信開始を記念し、

人気タブレット端末「Nexus 7」などの豪華特典をご獲得いただける特別企画を開始した事

をお知らせいたします。 

 

 『鍛冶屋とドラゴン』は、村の平和を守るため、鍛冶屋になって素材を集め、武器や防具

などの装備を作り、作った装備で様々なダンジョンに潜むドラゴンを倒すことが目的のゲ

ームです。本格的な RPG でありながら、かわいいキャラとゆるい会話による独特の世界観

が、先月の iOS 版配信時には、AppStore カテゴリーランキング 1 位を獲得するなど、早く

も大きな話題となっており、たくさんの皆様よりご好評をいただいております。 

 

 この度、さらに多くの皆様にお楽しみいただけるよう、Android 版の配信を開始いたしま

した。Android 版では iOS 版と同じく充実した内容にて本格 RPG をお楽しみいただけま

す。本作に実装されている、お客様同士で力を合わせてドラゴンを倒す機能はキャリア共通

となっておりますので、お手元のスマートフォンの種類を問わず、ご家族や身近なご友人と

協力してプレイすることも可能です。 



 なお、Android 版および iOS 版ともに配信は無料となっております。お気軽にダウンロ

ードして遊ぶことができますので、是非いち早くお気軽にお楽しみください。また、本作は

今後も引き続きバージョンアップを予定しており、一風変わった本格シミュレーション

RPG として引き続き進化を続けてまいります。 

 

 そして、この度の Android 版配信開始を記念した記念キャンペーンを実施いたします。

人気タブレット端末「Nexus 7」や、「Google Play ギフトカード」「iTunes Card」をご獲

得いただけるチャンスとなっておりますので、お見逃しの無きようぜひご参加ください。 
 
◆Android 版配信開始に関する詳細情報：http://kajidora.aeriagames.jp/notices/view/1024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Android版『鍛冶屋とドラゴン』概要 

【配信開始日時】  ：平成 25 年 12 月 26 日(木)より Google play にて無料配信開始 

【検索方法】 ：Google play にて「かじドラ」で検索 

【アドレス】 ：http://play.google.com/store/apps/details?id=jp.aeria.kajidora 

【対応機種】 ：Android2.3.3 以上（一部非推奨端末有り) 

  ※対応機種は順次拡大してまいります。 

【権利表記】 ：(c)Aeria Inc. All Rights Reserved. 

iOS版『鍛冶屋とドラゴン』概要 

【配信開始日時】 ：平成 25 年 11 月 21 日(木)より App Store 上にて配信中 

【検索方法】 ：App Store にて「かじドラ」で検索 

【購入アドレス】 ：http://itunes.apple.com/jp/app/id715337144 

 

■Nexus7 など豪華プレゼントが当たる！Android 配信記念キャンペーン！ 
Android 版配信開始を記念し、これからお楽しみいただく方とすでにお楽しみいただい

ている全ての皆様に向けキャンペーンを開始いたします。簡単な条件で人気タブレット端

末「Nexus 7」をはじめ、「Google Play ギフトカード」「iTunes Card」などの豪華特典を

ご獲得いただけるまたとないチャンスとなっておりますのでぜひご参加ください。 



○「遂に Android 版配信開始！スタートダッシュで人気タブレットを手に入れろ！」概要 

【期間】2013 年 12 月 26 日（木）Android 版サービス開始～2014 年 1 月 5 日（日）23:59:59 まで 

【内容】期間中に Android 版をインストールしてゲームをプレイしていただき、 

 村レベルを 5 以上まで成長させた方の中から抽選で「Nexus7」をプレゼントいたします。 

【賞品】Nexus 7 16G ×3 名様 

 【備考】※Android 版をプレイしていただいている方のみが対象となります。 

 ◆「遂に Android 版配信開始！スタートダッシュで人気タブレットを手に入れろ！」 

詳細 URL：http://kajidora.aeriagames.jp/notices/view/1021 

 

○「友達誘ってギフトカードを当てよう！誘うほど当たりやすい友達招待キャンペーン！」概要 

【期間】2013 年 12 月 26 日（木）メンテナンス終了後～2014 年 1 月 5 日（日）23:59:59 まで 

【内容】期間中にゲーム内から「Twitter」「LINE」で 5 回以上つぶやいていただいた方の中から、 

 抽選で最大 1 万円分の「Google Play ギフトカード」もしくは「iTunes Card 」をプレゼント 

 いたします。5 回以上のつぶやきで抽選対象となり、それ以上になると 1 回で 1 口応募という 

 扱いとなりますので、つぶやけばつぶやくほど当選確率がアップします。 

【賞品】☆Android 版をお楽しみの方 

 「Google Play ギフトカード」10,000 円分×1 名様、3,000 円分×5 名様、1,500 円分×20 名様 

 ☆iOS 版をお楽しみの方 

 「iTunes Card」10,000 円分×1 名様、3,000 円分×5 名様、1,500 円分×20 名様 

 【備考】※Android 版および iOS 版をプレイしていただいている方の両方とも対象となります。 

 ※つぶやき方法は、ゲーム内にて、メニュー＞フレンド＞招待ボタンを押した後、 

 Twitter と Line のいずれかを選択すると、「Twitter」か「LINE」アカウントから 

 つぶやくことができます。 

 ※「LINE」をご利用の場合は、アプリケーションをインストールしておく必要があります。 

 ◆「友達誘ってギフトカードを当てよう！誘うほど当たりやすい友達招待キャンペーン！」 

詳細 URL：http://kajidora.aeriagames.jp/notices/view/1020 

 

○「ジェム・ザクザクキャンペーン」概要 

【期間】2013 年 12 月 26 日（木）メンテナンス終了後～2014 年 1 月 8 日（水）メンテナンス開始まで 

【内容】期間中、ログインボーナスの特典が通常とは異なり、ゲーム内有料通貨「ジェム」を 

 毎日 1 個ずつご獲得いただけます。 

 また、7 日間連続ログインすると、ボーナスとして「ジェム」が 1 個追加されます。 

 【備考】※Android 版および iOS 版をプレイしていただいている方の両方とも対象となります。 

 ◆「ジェム・ザクザクキャンペーン」詳細 URL：http://kajidora.aeriagames.jp/notices/view/1019 

  

○「お正月にちなんだ衣装や武器が期間限定でガチャに登場！」概要 

【期間】2013 年 12 月 26 日（木）メンテナンス終了後～2014 年 1 月 22 日（水）メンテナンス開始まで 

【内容】期間限定にてお正月仕様の衣装や武器がガチャに登場します。 

 また、期間中は 3 ジェムにてガチャをご利用いただけます。 



【備考】※Android 版および iOS 版プレイしていただいている方の両方とも、 

  当ガチャをご利用いただけます。 

 ※以下のアイテムの中からいずれか 1 つをご獲得いただけます。 

  「白ラビットリボン」「お払い棒」「シャク」「花かんざし」「白衣（びゃくえ）」 

  「緋袴（ひばかま）」「足袋（しろたび）」「立烏帽子（たてえぼし）」「狩衣（かりぎぬ）」 

  「小袴（こばかま）」「靴の沓（かのくつ）」「ラビットリボン」「ドロワーズ」 

  「ポポムのしっぽ」「巨大隕石」「竜の心臓」 

 ◆「お正月にちなんだ衣装や武器が期間限定でガチャに登場！」 

詳細 URL：http://kajidora.aeriagames.jp/notices/view/1018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■本格ものづくり RPG ゲーム『鍛冶屋とドラゴン』とは 
○あなたは不思議な世界の鍛冶屋さん。素材を集めて装備を作り、ドラゴンを倒そう！ 

 かわいいキャラクターがいっぱいの、ちょっと不思議な世界にたたずむ村で、村の平

和を守るため、鍛冶屋として素材を集め、集めた素材で装備を作り、ドラゴンを倒して

いく本格 RPG です。 

○爆破に冒険そして精錬！いろいろな方法で素材を集めよう！ 

 装備を作るために必要になるのが素材です。素材の収集方法は全部で 3 種類。採掘場

の爆破や、冒険中でのモンスターからの入手、そして精錬所での製作という方法で様々

な素材を集めることができます。 

○鍛冶屋の真骨頂！集めた素材を使って装備を作ろう！ 

 集めた素材を叩いて伸ばして、武器や防具などの装備を作ることができます。 

鍛冶場にはレベルがあり、冒険を重ねて施設レベルを上げることでより強い装備を作る

ことができるようになります。 

○最強装備を目指して鍛錬しよう！竜石を使って自慢の装備を強化！ 

 余った素材や要らなくなった装備は、交換所で竜石と交換することができます。 

手に入れた竜石を使ってお気に入りの装備を強化することができます。強化によって、

ステータスや必殺スキルの効果をアップさせ、最強の装備を目指してください。 

 

 



○仲間とともにダンジョンに挑戦！ダンジョンで待ち受けるドラゴンを退治しよう！ 

 ダンジョンには村の仲間やゲーム内のフレンドを連れて行くことができます。フレ

ンドの能力によってダンジョン攻略の難易度も変わりますので、普段から他のフレン

ドの村にたくさん訪問し、交流を深めておくことが重要です。強いフレンドと共に強

い装備で様々なドラゴンを退治してください。 
 

【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/ 

■『鍛冶屋とドラゴン』公式サイト   http://kajidora.aeriagames.jp/ 

■iOS 版ダウンロード   http://itunes.apple.com/jp/app/id715337144 

■Android 版ダウンロード https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.aeria.kajidora 

■『鍛冶屋とドラゴン』公式 twitter   http://twitter.com/kajidoragame 

■『鍛冶屋とドラゴン』公式 facebook   http://www.facebook.com/kajidoragame 


