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報道関係者	 各位	 

	 

株式会社enish	 

(コード番号：3667	 東証一部)	 

	 

お年玉や福袋が手に入る！？	 
年末年始もenishのゲームはイベント盛りだくさん	 

～年末年始キャンペーン開催決定～	 

http://www.enish.com/news/2014/12027	 

	 	 

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳	 孝平、以下「エニッシュ」）は、サービス中の

巨神攻め攻めマンガRPG『千年の巨神』、レストラン経営シミュレーションゲーム『ぼくのレストランⅡ』、

人気ファッションゲーム『ガルショ☆』、本格RPG『ドラゴンタクティクス』、瞬撃リアルタイムバトル『バ

ハムートクライシス』、レストランゲーム『ぼくのレストラン３』にて年末年始イベントを開催いたします。	 

	 

各ゲームでの内容は以下となります。	 

	 

■『千年の巨神』	 

200種類以上の個性豊かなモンスター達が、かわいく動き回るタワーディフェンスゲーム。プレイヤーはモ

ンスター使いとなって、かわいいモンスター達と一緒に迫り来る巨神を攻略していきます。リリース開始

以降、着実にダウンロード数を伸ばし累計70万ダウンロードを突破しています。	 

	 

年末イベント：「年末大ボーナスキャンペーン」	 

・内容：獲得ゴールドと獲得経験値が2倍！	 

・期間：12月26日（金）14:00～12月31日（水）	 23:59（予定）	 

	 

お正月イベント：「伝説のお年玉！？」	 

・内容：各クエストのどこかをクリアするとお年玉をGET！？	 

	 	 	 	 イベントクエストクリアで、限定モンスターが高確率ドロップ！ 
・期間：1月1日（木）	 0:00～	 1月6日（火）	 23:59（予定）	 

	 

ガチャ：「お正月福袋ガチャ」	 

・内容：超お得な福袋を「松」「竹」「梅」でご用意いたしました！	 

お正月限定モンスターやレアアイテム入手のチャンス！！	 

・期間：2015年1月1日（木）00:00～1月7日（水）14:00（予定）	 

	 

	 



■ゲーム概要 

	 

	 

	 

■『ぼくのレストランⅡ』	 

『ぼくのレストランⅡ』は、ソーシャルゲーム黎明期にあたる2010年7月に配信開始以降、4年以上もの

長きに渡り、GREE、mixi、mobageなどのSNSで300万人超のユーザー様にお楽しみいただいているレスト

ラン経営シミュレーションゲームの決定版です。	 

	 

タイトル	 『千年の巨神	 』(せんねんのきょしん	 通称：せんかみ)	 

カテゴリー	 巨神攻め攻めマンガRPG	 

配信プラットフォーム	 App	 Store、Google	 Play、Amazon	 Androidアプリストア	 

アクセス方法	 

iOS/App	 Store	 

https://itunes.apple.com/jp/app/qian-nianno-ju-shen-senkami/id896982414?l=ja&ls=1&mt=8	 

	 

	 

	 

アクセス方法	 

Android/Google	 Play	 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.kysn	 

	 

	 

	 

アクセス方法	 

Amazon	 Androidアプリストア	 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00PJE9T1I	 

	 

	 

	 

オフィシャルサイト	 http://1000kyoshin.com	 	 (PC・スマートフォン対応)	 

公式Twitter	 https://twitter.com/1000kyoshin	 

公式Facebook	 https://www.facebook.com/1000kyoshin	 

対応機種	 ■動作環境	 

・iOS対応端末：iPhone4S以降、iPod	 touch第5世代以降、iPad	 Retinaディスプレイ

モデル以降	 

・iOS推奨端末：iPhone5以降、iPad	 Retinaディスプレイモデル以降	 

・Android対応端末	 Android4.0以上	 	 

（推奨端末の詳細はオフィシャルサイトでご確認ください）	 	 

・Kindle	 Fire端末：	 Kindle	 Fire	 HD以上	 

	 	 ※一部端末、タブレットを除きます。	 

	 	 ※新発売の機種については随時対応をして参ります。	 

	 	 ※対応機種であっても動作の保証はしておりません。ご注意下さい。	 

情報料	 基本プレイ無料／アイテム課金制	 

著作権表記	 ©	 enish,inc.	 



イベント：「お年玉キャンペーン」	 

・内容：期間中に『ぼくレスⅡ』へログインするだけでレシピレベルアップ券を1枚プレゼント！！	 

※キャンペーン開始までに『ぼくレスⅡ』をプレイされているお客様が対象となります。	 

・期間：1月1日（木）0：00～1月7日（水）23:59:59（予定）	 

	 

ガチャ：「新春絢爛宴」	 

・内容：新年を華やかに彩る、豪華なお正月料理★素敵な着物アバター、	 

インテリアでお正月コーデを楽しんでね♪	 

・期間：2014年12月31日（水）18:00～2015年2月1日（日）20:00（予定）	 

	 

■ゲーム概要	 

	 

	 

	 

	 

	 

■『ガルショ☆』	 

『ガルショ☆』は、2010年11月より提供を開始し、国内250万人以上のユーザー様がプレイするアパレル

ショップシミュレーションゲームです。アパレルショップを開き、オシャレなトレンド商品を買い付け販

売しながら、NO.1のカリスマ店長を目指します。15,000点以上ものアイテムでショップやコーデを自由に

アレンジすることができます。	 

	 

タイトル	 『ぼくのレストランⅡ』	 

アクセス方法	 

 

[対応プラットホーム] 
GREE、mixi、mobage、ハンゲーム、entag!、Ameba、mobcast、	 dゲーム、ヤマダ

ゲーム、コロプラ	 

※ご利用には上記プラットフォームへの会員登録が必要です。	 

iPhone、Android、フィーチャーフォン（一部機種を除く）の各キャリアの端末に	 

おいて、Flash	 Lite1.1以上が利用できる端末に対応しております。	 

スマートフォン推奨環境	 

■	 iPhoneはiOS4.0以上（タブレット、touchは推奨外）	 

■	 Android2.3以上（タブレットは推奨外）	 

情報料	 基本プレイ無料／アイテム課金制	 

著作権表記	 ©enish,inc.	 



イベント:「大夢くじ 2015」	 

・内容：ガチャ券などが当たる！！大夢くじキャンペーン☆	 

・期間：	 2014年12月26日（金）10:00～2015年1月3日（土）23:59（予定）	 

	 

イベント：「コレチャレイベント	 迎春彩華」	 

・内容：セレブが探しているアイテムをチームで売って満足させると、	 

ご褒美に最新のお正月アイテムがもらえるよ♪	 

・期間：2014年12月29日(月)11:00～：2015年1月6日(火)01:00（予定）	 

	 

	 

■	 ゲーム概要	 

	 

	 

	 

	 

	 

■『ドラゴンタクティクス』	 

『ドラゴンタクティクス』は、エニッシュが2012年7月から配信を開始し、国内200万人以上のユーザー

様に遊んで頂いている本格RPGです。その特長である超美麗グラフィックや奥深いストーリー、戦略性の

高いバトルシステム「メビウスデュエルシステム（※）」が特徴です。	 

※メビウスデュエルシステム・・・回転する3×3の9マスにカードを配置してバトルをする全く新しいカードバトルシステム。	 

	 

	 

	 

タイトル	 『ガルショ☆』	 

アクセス方法	 

	 

[対応プラットホーム]	 

GREE、mixi、mobage、ハンゲーム、entag!、Ameba、dゲーム、コロプラ	 

※ご利用には上記プラットフォームへの会員登録が必要です。	 

iPhone、Android、フィーチャーフォン（一部機種を除く）の各キャリアの端末に

おいて、Flash	 Lite1.1以上が利用できる端末に対応しております。	 

スマートフォン推奨環境	 

■	 iPhoneはiOS4.0以上（タブレット、touchは推奨外）	 

■	 Android2.3以上（タブレットは推奨外）	 

情報料	 基本プレイ無料／アイテム課金制	 

著作権表記	 ©enish,inc.	 



イベント：「新春ログインキャンペーン」	 

・内容：ログインで毎日アイテムプレゼント！期間中毎日ログインすると、	 

最終日にはUR以上確定ガチャチケをプレゼント！	 

・期間：2015年1月1日（木）00:00～2015年1月7日（水）23:59（予定）	 

	 

■ゲーム概要	 

	 

	 

	 

	 

	 

■『バハムートクライシス』	 

『バハムートクライシス』は、クリスタルの力によって召喚士となったプレイヤーが、同じくクリスタル

に運命を変えられた屈強な戦士達、そして強大すぎる力を持つ召喚獣を従えて参戦する瞬撃リアルタイム

バトルゲームです。他プレイヤーたちと共にチームを結成し、チーム同士で繰り広げる“召喚獣”を使った最

大20人vs	 20人のド派手バトルは圧巻です。刺激と興奮。荒廃と絶頂。	 真の「クライシス」の先に、君は

何を見るー	 

	 

	 

イベント：「お年玉プレゼント」	 

・期間中に『バハムートクライシス』へログインするだけでガチャチケットを1枚プレゼント！！	 	 

※キャンペーン開始までに『バハムートクライシス』をプレイされているお客様が対象となります。	 

タイトル	 『ドラゴンタクティクス』	 

アクセス方法	 スマートフォン,フィーチャーフォン用	 

	 

[対応プラットホーム]	 

GREE、mixi、mobage、dゲーム、entag!、mobcast、Yamada	 Game、コロプラ、DMM.com	 

※ご利用には上記プラットフォームへの会員登録が必要です。	 

※当キャンペーン対象となるプラットホームは「mixi」となります。	 

iPhone、Android、フィーチャーフォン（一部機種を除く）の各キャリアの端末に

おいて、Flash	 Lite1.1以上が利用できる端末に対応しております。	 

スマートフォン推奨環境	 

■	 iPhoneはiOS4.0以上（タブレット、touchは推奨外）	 

■	 Android2.3以上（タブレットは推奨外）	 

情報料	 基本プレイ無料／アイテム課金制	 

著作権表記	 ©	 enish,inc.	 



ガチャ：「新春福袋2015」	 

・	 内容：福袋4種類（10000円,5000円のデッキ強化セット、3000円,	 

	 	 	 1000円のアシュラの試練攻略セット）	 

※購入は期間中お1人様１回のみとなります。	 

・期間：2015年1月1日（木）00:00～2015年1月5日（月）23:59（予定）	 

	 

	 

■ゲーム概要	 

	 

■『ぼくのレストラン 3』	 

『ぼくのレストラン３』は、プレイヤーがオーナーシェフとなり、自分だけのオリジナルレストランを経

営するレストランシミュレーションゲームです。300種類以上におよぶ膨大なレシピの中から料理を作って

お客様をおもてなししていきます。レストランのインテリアも自由自在に飾ることができるほか、400種類

を超えるアバターの衣装はもちろん、髪型も自由に変えられます。ぜひ、あなただけのレストランを作っ

てお楽しみください。	 

	 

タイトル	 『バハムートクライシス』	 

アクセス方法	 スマートフォン用	 

	 

[対応プラットホーム]	 

App	 Store、GREE、mixi、mobage、dゲーム、entag!、mobcast	 

※ご利用には上記プラットフォームへの会員登録が必要です。	 

対応機種	 ■動作環境 

iPhone4s 以降の端末 iOS6.0 以上 Safari 

Android2.3 以上搭載の端末 標準ブラウザ/Chrome 

 

※iOS6.0 未満では、音声が再生されない場合がございます。 

※動作する端末は順次拡大対応を進めております。 

※動作環境であっても一部端末で動作しない場合がございます。 

※iOS4.x 以下、Android2.2 以下は非対応となります。 

 

■推奨環境 

iPhone5 以降の端末 iOS7.1 以上 Safari 

Android4.2 以上搭載の端末 Chrome	 

情報料	 基本プレイ無料／アイテム課金制	 

パブリッシャー表記	 Published	 by	 enish,inc.	 



イベント：「お正月の準備をしよう！年の瀬キャンペーン」	 

・内容：ミッションをクリアすると、「お正月」にちなんだステキなアイテムが	 

	 	 	 	 ゲットできます。チャレンジ可能なミッションは12/30までに少しずつ	 

	 	 	 	 開放されます。	 

・期間：2014年12月26日（金）	 11:00～12月31日（水）	 18:00（予定）	 

	 

イベント：「謹賀新年！年賀状キャンペーン」	 

・	 内容：ゲーム内の人気キャラクター「ミオ」がお客さんとしてお店に遊びに	 

	 	 	 来てくれます。ミオに料理をふるまい、満足してもらえると、掲示板に	 

	 	 	 新年のあいさつとしてスタンプを送ってくれます。スタンプの合計数や	 

	 	 	 おてつだいの回数などに応じて、2015年の「干支」にちなんだアイテム	 

	 	 	 をはじめ、ステキな報酬がゲットできます。	 

・期間：2015年1月1日（木）11:00～1月7日（水）18:00（予定）	 

	 

■ゲーム概要 

	 

	 

	 

	 

	 

タイトル	 『ぼくのレストラン３』	 

配信プラットフォーム	 App	 Store	 

アクセス方法	 

iOS/App	 Store	 

https://itunes.apple.com/jp/app/bokunoresutoran3-wu-liaoresutorangemu/id878915951?mt=8	 

	 

	 

	 

	 

オフィシャルサイト	 http://bokures3.com	 	 	 (PC・スマートフォン対応)	 

公式Twitter	 https://twitter.com/bokures3	 	 

公式Facebook	 https://www.facebook.com/bokures3	 	 	 

対応機種	 ■動作環境	 

・iOS対応端末：iPhone4S以降、iPod	 touch第5世代以降、iPad	 Retinaディスプレイ

モデル以降	 

・iOS推奨端末：iPhone5以降、iPad	 Retinaディスプレイモデル以降	 

	 	 ※一部端末、タブレットを除きます。	 

	 	 ※新発売の機種については随時対応をして参ります。	 

	 	 ※対応機種であっても動作の保証はしておりません。ご注意下さい。	 

情報料	 基本プレイ無料／アイテム課金制	 

著作権表記	 ©	 enish,inc.	 



■株式会社enish（エニッシュ）http://www.enish.com	 

設立：2009年2月24日	 

代表取締役社長：安徳	 孝平	 

事業内容：ソーシャルゲームアプリの企画・開発・運営	 

	 

[本件に関するお問い合わせ先]	 

株式会社enish	 広報担当	 	 

℡：03-6447-4020	 E-Mail:	 pr@enish.com	 

東京都港区六本木6-10-1	 六本木ヒルズ森タワー39F	 

	 

※	 	 	 enish、エニッシュ、エニッシュロゴは株式会社enishの商標または登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。	 

※	 	 ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。	 

	 

 


