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各 位 

2014年 2月 28 日 

株式会社ミクシィ 

 

モンスターストライクの中国・香港・マカオ展開において Tencent と基本合意 

 

 

株式会社ミクシィ（東京都渋谷区、代表取締役社長：朝倉 祐介）と、インターネットサービスの開発/運用を

手がける Tencent は、本日、「モンスターストライク」の中国・香港・マカオでの事業展開において基本合意い

たしましたことを、別紙の通り発表しましたのでお知らせいたします。 
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報道関係者各位 

2014年 2月 28 日 

株式会社ミクシィ 

Tencent 

 

ミクシィ、中国大手インターネットサービス企業 Tencent と、 

モンスターストライクの中国・香港・マカオ展開において基本合意 

 

 

株式会社ミクシィ（東京都渋谷区、以下ミクシィ社）と、インターネットサービスの開発/運用を手がける

Tencent（中国深圳、以下 Tencent社）は、本日、「モンスターストライク」の中国・香港・マカオでの事業展開に

おいて、基本合意いたしました。 

本基本合意に伴い、ミクシィ社が開発したひっぱりハンティング RPG「モンスターストライク」を、中国・香港・

マカオに向け、Tencent社が独占提供いたします。 

 

「モンスターストライク」は、2013 年 10 月に iOS 版、12 月の Android 版提供開始以降、その場で友だちと

一緒に楽しめるマルチプレイを評価頂き、利用者*1は 2014年 2月 15日時点で 300万人を超えております。 

*1 モンスターストライクの利用者数には、同一端末で重複ダウンロードされた数は含んでおりません。 

  

今後ミクシィ社は、より多くの利用者に「モンスターストライク」をお楽しみいただけますよう、中国・香港・マカ

オに留まらず、その他地域への進出も検討してまいります。 

 

■株式会社ミクシィ<http://mixi.co.jp/> 

株式会社ミクシィは、「全ての人に心地よいつながりを」をミッションに掲げ、 ソーシャル・ネットワーキング サ

ービス『mixi』、Web な人の転職サイト『Find Job !』（株式会社ミクシィ・リクルートメント提供）等を運営してい

ます。 

 

■About Tencent 

Tencent uses technology to enrich the lives of Internet users. Every day, hundreds of millions of 

people communicate, share experiences, consume information, seek entertainment, and shop online 

through Tencent’s integrated platforms. Tencent’s diversified services include QQ, Weixin and 

WeChat for communications; Qzone for social networking; QQ Game Platform for online games; 

QQ.com for information; as well as eCommerce open platform. 

 

Tencent was founded in Shenzhen in 1998 and went public on the Main Board of the Stock Exchange 

of Hong Kong Limited in 2004. Tencent has been one of the 50 constituent stocks of the Hang Seng 

Index since June 10, 2008, under stock code 00700. Tencent seeks to evolve with the Internet by 

investing in innovation, providing a hospitable environment for Tencent’spartners, and staying close 

to Tencent’s users. 

 

For more information, please visit www.tencent.com/ir 

 

（抄訳） 

Tencent は、インターネットユーザーの生活を豊かにするための技術を利用しています。毎日、何百万人もの

人々のコミュニケーション、体験、情報、エンターテインメント、オンラインショッピングが、Tencent のプラットフ
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ォームに統合されています。Tencent には、コミュニケーションツールである QQ、Weixin と WeChat、SNS の

Qzone、オンラインゲームのための QQ ゲームプラットフォーム、情報ポータルの QQ.com、そして e コマース

のオープンプラットフォームが含まれています。 

 

Tencent は 1998 年に深圳で設立され、2004 年に香港証券取引所に上場（株式コード: 00700）しました。

2008 年 6 月 10 日以来、香港ハンセン株価指数を表す 50 銘柄の 1 つとなっています。Tencent は、常に利

用者の最も近い場所に存在することを目指しています。また、新しいイノベーションへの投資やそのために必

要な素晴らしい環境をパートナー企業にご提供することで、インターネットとともに進化していきます。 

 

より詳しい情報は、ホームページの IR情報をご覧ください。 

www.tencent.com/ir 

 

■モンスターストライク<http://www.monster-strike.com/> 

タイトル モンスターストライク 

カテゴリ ゲーム（アクション RPG） 

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり） 

特長 1. 簡単な操作で楽しめる！ 

スマートフォンの画面を引っ張るだけという簡単な操作のため、アクションが苦手で普

段ゲームをされない方でも楽しめます。 

 

2. 一緒にいる友だちと、最大 4人まで同時プレイ（マルチプレイ）が可能！ 

スマートフォンを持ち寄ることで、一緒にいる友だちとリアルタイムで協力しながらハン

ティングゲームを楽しむことができます。 

操作は非常にシンプルですが、敵のモンスターを直接攻撃するべきか、仲間のモンス

ターに援護攻撃をしてもらうかなど、様々な選択肢によりプレイヤーは、高い戦略性と

緊張感を楽しむことができます。また、マルチプレイでしか入手できないレアアイテムや

モンスターが手に入ることも特徴です。 

 

3. マルチプレイだと「お得」な仕掛けを用意！  

一般的なソーシャルゲームではプレイするためのスタミナを、一緒にプレイする全ての

プレイヤーが消費しますが、本作においてはプレイヤー1 人がスタミナを消費すること

で、他のプレイヤーは自分のスタミナコストを消費せずにプレイすることが可能です。 

また、ゲームオーバーになった時のコンティニューもプレイヤー1 人が対価を消費する

ことで参加していた全てのプレイヤーがプレイを再開することができることも大きな特徴

です。クエストを立てるホストプレイヤーの環境にのみ依存するので、利用者同士の合

意形成が取りやすく、マルチプレイの機会を最大限まで高めています。 

Android 版： ・奨励環境・機種：Android 2.3.3以降。 

<http://www.monster-strike.com/news/20131215_2.html> 

・利用方法：「Google Play」を選択→「モンスト」を検索 

・アプリダウンロード URL： 

<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mixi.monsterstrike> 

・QR コード： 
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iOS版 ・奨励環境・機種：iOS 6.0 以降。 

・利用方法：「App Store」を選択→「モンスト」を検索 

・アプリダウンロード URL： 

<https://itunes.apple.com/jp/app/monsutasutoraiku/id658511662?mt=8> 

・QR コード： 
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■株式会社ミクシィ<http://mixi.co.jp/> 

株式会社ミクシィは、「全ての人に心地よいつながりを」をミッションに掲げ、ソーシャル・ネットワーキング  サービス

『mixi』、Web な人の転職サイト『Find Job !』（株式会社ミクシィ・リクルートメント提供）等を運営しています。

 

■本件に関するお問い合せ 

●株式会社ミクシィ 広報 IR室 

【TEL】 03-5738-6870 【E-mail】 press@mixi.co.jp 

【住所】 〒150-0011 東京都渋谷区東 1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー7F 

【WEB】 ミクシィコーポレートサイト <http://mixi.co.jp/> 

      スマホアプリ紹介サイト <http://apps.mixi.co.jp/> 

【BLOG】 mixi 公式 PR ブログ <http://pr.mixi.co.jp/> 

 

mixi、ミクシィ、mixi ロゴは、ミクシィ社の登録商標です。 

また、各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。 


