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スクウェア・エニックス、任天堂とＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本の協業による 

「ドラゴンクエスト X」、「Ｗｉｉ」、「フレッツ光」の販売拡大及び接続推進に向けた連携について 

 
 

 株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：和田洋一、以下、スク

ウェア・エニックス）、任天堂株式会社（本社：京都市南区、代表取締役社長：岩田聡、以下、

任天堂）および東日本電信電話株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：江部努、

以下、ＮＴＴ東日本）、西日本電信電話株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：大竹

伸一、以下、ＮＴＴ西日本）は、スクウェア・エニックスのゲームソフトでシリーズ初のオンラインゲ

ームとなる「ドラゴンクエスト X 目覚めし五つの種族 オンライン」（平成 24 年 8 月 2 日発売予

定）（以下ドラゴンクエスト X）、任天堂の家庭用ゲーム機「Wii」、およびＮＴＴ東日本・西日本（以下、

ＮＴＴ東西）の光ブロードバンド「フレッツ光」（インターネット接続サービス）※1 それぞれの販売拡大、

及び「Wii」のインターネット接続推進を目的として、プロモーション及びインターネット接続サポート

について協業していくことで、合意に至りました。 

 

１．協業に至った背景 

 

 近年、ブロードバンドの普及に伴い、家庭用ゲーム機でもオンライン対応のゲームソフトが増加

している中、このたび、任天堂の家庭用ゲーム機「Wii」のゲームソフトとして、スクウェア・エニック

スの「ドラゴンクエスト」シリーズ最新作「ドラゴンクエスト X」が、シリーズ初のオンラインゲームとし

て提供されることとなりました。 

 このような状況の下で、ゲーム業界屈指のネームバリューを持つ人気ゲーム「ドラゴンクエスト」

を提供するスクウェア・エニックスと、約 1,650 万名のフレッツ光顧客基盤を持ち、信頼性の高い通

信サービスを提供するＮＴＴ東西、及び、お客様に Wii のインターネット接続に関するサポートを行

うコールセンターをＮＴＴ東西と共同運営している任天堂が相互に連携することで、より多くのお客

様にオンラインゲームに必要となる快適な通信環境を簡単に提供することを目的に、協業に至り

ました。 

この協業により、ＮＴＴ東西は「フレッツ光」のさらなる付加価値向上、スクウェア・エニックス及び

任天堂は、「ドラゴンクエスト X」及び「Wii」の販売拡大とインターネット接続率の向上を図り、それ

ぞれの得意分野を活かした連携を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品概要 
 

商品タイトル  ：『ドラゴンクエスト X 目覚めし五つの種族 オンライン』 

ジャンル   ：ロールプレイング 

                 オンライン専用ソフト 

対応機種  ：Wii 

メディア   ：Wii 用 12 センチディスク（2 枚組） 

基本プレイ人数  ：1 人 ※1 ユーザーにつき 3 キャラクターを作成可能 

必要な周辺機器  ：USB メモリー（16GB 以上）（動作確認済み製品を推奨） 
                 ※動作確認済み製品は、スクウェア・エニックスより随時ご案内させていただきます。 

                      ブロードバンド対応のインターネット接続環境必須 

使用コントローラ  ：Wii リモコン＋ヌンチャク 

発売日   ：2012 年 8 月 2 日（木）予定 

希望小売価格      ：通常版  6，980 円（税込）（発売元：株式会社スクウェア・エニックス） 

                       Wii USB メモリー同梱版 8，980 円（税込）（発売元：任天堂株式会社） 
                      ※ともに 20 日間無料利用券つき。Wii USB メモリー同梱版は数に限りがございます。 

利用料金（3 キャラクターまで作成可能）： 

                 クレジットカードでお支払の場合   Wii ポイントでお支払の場合 

   30 日間利用券 1,000 円（税込）   30 日間利用券 1,000 Wii ポイント 

   60 日間利用券 1,950 円（税込）    60 日間利用券 1,950 Wii ポイント 

   90 日間利用券 2,900 円（税込）    90 日間利用券 2,900 Wii ポイント 

年齢別レーティング ：全年齢（A） 

権利表記        ：©2012 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. 
 

※Wii U 版の商品概要につきましては、未定となっております。 

 
＜本作の特徴＞ 
本作はシリーズ初のオンライン RPG。インターネットを通じて、日本中のプレイヤーがひとつの世界に集まります。

もちろん、オンラインゲームでありながらも「ドラゴンクエスト」シリーズならではの壮大かつ感動的なストーリーが展

開！シリーズでおなじみのモンスターたちが生息する世界を舞台に、まさに、自分自身が物語の主人公となって冒

険することができます。 

 



 

 

２．協業の内容 

 

（１）「ドラゴンクエスト X」における推奨インターネット接続回線として「フレッツ光」を認定 

 従来の「ドラゴンクエスト」シリーズ作品と同様、壮大なストーリーと多彩なキャラクターによるドラ

マに加え、オンラインとしたことで、ネットワーク経由で随時配信される追加コンテンツや多くのプレ

イヤーとの協力プレイを楽しめることから、高速※2・安定した通信環境で「ドラゴンクエスト X」を安

心してプレイできるよう、スクウェア・エニックスはＮＴＴ東西と共同で動作確認・検証を行った上で

ＮＴＴ東西の「フレッツ光」を推奨インターネット接続回線に認定しました。 

 

 

（２）「フレッツ光」、「ドラゴンクエスト X」、「Wii」のプロモーション連携 

スクウェア・エニックス、任天堂、ＮＴＴ東西各社が各々の顧客に対して各種プロモーションを実

施することで、より多くのお客様に「フレッツ光」を通じた「ドラゴンクエスト X」、「Wii」の魅力を感じ

ていただく機会の創出を図ってまいります。 

 

 フレッツ光ご契約者様についてはＮＴＴ東日本の会員サービス「フレッツ光メンバーズクラブ※3」

会員及びＮＴＴ西日本の会員サービス「CLUB NTT-West※4」光会員（ゴールド）向けにＮＴＴ東西

が「ドラゴンクエスト X」の特典を提供いたします。 

 

【プロモーション予定】 

・ 「ドラゴンクエスト X」ベータテスト版※5 を抽選でプレゼント 

フレッツ光メンバーズクラブ会員（500 名）及び CLUB NTT-West 光会員（ゴールド）（500 名）向

けに「ドラゴンクエスト X」ベータテスト版を抽選でプレゼント 

＜応募受付ホームページ＞（本日より応募受付開始） 

 ＮＴＴ東日本   https://flets-members.jp/pub/pages/game/dqx/ 

 ＮＴＴ西日本   http://flets-w.com/point-otoku/otoku/sp_dqx/ 

・ スクウェア・エニックスとＮＴＴ東西によるスーパーマーケット等での共同 PR イベントの実施 

 

 

（３）「ドラゴンクエスト X」、「Wii」のインターネット接続に関するサポート 

 Wii のインターネット接続に関するサポートを行う「Wii／ニンテンドー3DS×フレッツ接続サポート

センター」※6（ＮＴＴ東西と任天堂で共同運営）では、フレッツ光の新規受付を含め、「ドラゴンクエ

スト X」の「フレッツ光」接続をサポートします。 

 

【Ｗｉｉのインターネット接続に関するお客様からのお申込、お問い合わせ先】 

Wii／ニンテンドー3DS×フレッツ接続サポートセンター ： 0570-011-275 
 ・ひかり電話（電話サービス）以外の一部の IP 電話や PHS からはご利用いただけません。 

 ・ナビダイヤル（電話サービス）には、ＮＴＴコミュニケーションズ（株）の定める通話料がかかります。 

またはこちらの番号をご利用ください 

ＮＴＴ東日本エリアにお住まいのお客様 ： 03-3406-0210 

ＮＴＴ西日本エリアにお住まいのお客様 ： 06-4802-0210 

※9:00～17:00（祝日・年末年始 12/31～1/3 を除く） 

 

 

３．今後の予定 

 

各種イベントやキャンペーン展開等、協業内容の詳細については各社にて検討を進めるととも

に、追加コンテンツ配信やオンラインを介した他のプレイヤーとの楽しみ方など、オンラインゲーム

の特性を考慮し、「フレッツ光」による高品質な通信環境で、「ドラゴンクエスト X」及び「Wii」を安心

して長く楽しんでいただけるよう、継続して連携を図ってまいります。 



 

 

 
記載されている会社名、製品名及びサービス名は、各社の登録商標または商標です。 

 
※1 「フレッツ光」について 

・「フレッツ光」とは、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ・光プレミアム」及び「Ｂフレッツ」（いずれもインターネッ

ト接続サービス）の総称です。 

・サービス提供エリアであっても、ご利用いただけない場合がございます。エリアにつきましては、お問い合わせいただくか、もしく

は下記のホームページにてご確認ください。 

・サービス提供エリアにつきましては、お問い合わせいただくか、もしくは下記のホームページにてご確認ください。 

ＮＴＴ東日本：http://flets.com/next/ 

ＮＴＴ西日本：http://flets-w.com/next/ 

 
※2 通信速度について 

・インターネットご利用時の速度は、お客様のご利用環境やご利用状況等によっては、数 Mbps になる場合があります。 

 

※3 フレッツ光メンバーズクラブについて 

・「フレッツ光メンバーズクラブ」は「フレッツ光」を契約している方（以下「契約者」という。）または、契約者から許諾を受けた方で、

インターネットへの接続環境、及びメールアドレス（携帯電話メールアドレスを除く）を保持している方がお申し込みいただけます。

ただし、契約者がＮＴＴ東日本所定の手続きに従い、フレッツ光メンバーズクラブの入会申し込みを行っていただく必要がありま

す。 

・年会費、入会金は無料です。 

・「フレッツ光メンバーズクラブ」について、詳しくは https://flets-members.jp をご確認ください。     

 

※4 CLUB NTT-West 光会員（ゴールド）について 

・フレッツ光（インターネット接続サービス）＊をご契約いただき、かつメールマガジンの配信を希望いただいたお客様がお申し込

みいただけます。個人名義のご契約者のみ対象です。 

 

 ＊「フレッツ 光ネクスト（ビジネスタイプを除く）」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ・光プレミアム（エンタープライズタイプを除く）」、

「フレッツ・光マイタウン（ファミリーライトを除く）」、「B フレッツ（ビジネスタイプ、ベーシックタイプを除く）」が対象です。  

・年会費、入会金は無料です。 

・お申し込み後、メールマガジンの配信を非希望に変更した場合、一般会員となります。 

・「CLUB NTT-West」について、詳しくは http://flets-w.com/point-otoku/about_cnw/ をご確認ください。 

 

※5「ドラゴンクエスト X」ベータテスト版について 

・開発中のゲーム（ベータテスト版）を遊んでいただき、不具合や不都合を発見し解消するために無料で提供するものです。 

 

※6 「Wii／ニンテンドー3DS×フレッツ接続サポートセンター」について 

・詳細は平成 19 年 11 月 28 日報道発表 任天堂とＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本における「Wｉｉ(R)」と「フレッツ光」との接続推進に向

けた協業について、をご参照ください。 

 
・別紙 協業の概要 
 

 

 
 



・各社でのプロモーション連携 フレッツ光
推奨インターネット
接続回線認定

・NTT東日本・西日本のフレッツ光を推奨インターネット接続回線に認定

・各社でのプロモーション連携

・「Wii/ニンテンドー３DS×フレッツ」接続サポート
センターでのインターネット接続支援

－フレッツ光メンバーズクラブ会員へのベータ版
提供によるプロモーション

－スーパーマーケット等での共同イベント

・各社でのプロモーション連携

－ CLUB NTT-West光会員（ゴールド）へのベー

タ版提供によるプロモーション

－スーパーマーケット等での共同イベント

・「Wii/ニンテンドー３DS×フレッツ」接続サポートセンターでの
インターネット接続支援

・各社でのプロモーション連携

－フレッツ光メンバーズクラブ/CLUB NTT-West会員用ベータ版提供

－スーパーマーケット等での共同イベント

【【別紙別紙】】 協業の概要協業の概要

協業契約協業契約
＜４社契約＞

・「Wii/ニンテンドー３DS×フレッツ」接続サポート
センターでのインターネット接続支援

「Wii/ニンテンドー3DS×フレッツ」協業
（共同サポートセンター運営・共同プロモーション）

フレッツ光
推奨インターネット
接続回線認定
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