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株式会社 enish（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：杉山全功、以下「エニッシュ」）

が「GREE」で配信中の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』と、

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：飯澤 幸雄）が同じく「GREE」

で配信中のソーシャルパズルゲーム『ポップ☆タワー for GREE』において、2013 年 9 月

19 日（木）～2013 年 10 月 2 日（水）まで、コラボレーション企画を実施いたします。 

 

コラボキャンペーンで便利なアイテムやキャラクターを入手しよう！ 

『ぼくのレストランⅡ』と『ポップ☆タワー for GREE』では、それぞれのゲームをプレ

イすることで、各ゲーム内で使用できるアイテムやキャラクターを入手できるキャンペー

ンを開催いたします。ここでしか手に入らない限定アイテムも登場いたします。 

 

キャンペーン期間： 2013 年 9 月 19 日（木）15:00～2013 年 10 月 2 日（水）18:00 まで 

キャンペーン内容：それぞれのゲームで、規定の条件を満たすとアイテムなどが入手でき

ます。 

 

■条件ともらえるアイテム 

「ぼくのレストランⅡ」のお客さまが「ポップ☆タワー for GREE」をプレイした場合 

条件 「ぼくのレストランⅡ」で入手できるもの 

ポップ☆タワーでチュートリアル突破 ガチャ券×1 枚 

ポップ☆タワーで 20 プレイ達成 ガチャ券×1 枚 

スタミナドリンク×2 個 

ポップ☆タワーで招待送信（5 人） ガチャ券×1 枚 

ポップ☆タワーでチャズルタワー10F クリア ガチャ券×1 枚 

スタミナドリンク×2 個 

ポップ☆タワーでレストランタワー10F クリ

ア 

ポップ☆タワー限定「料理」アイテム×1

個 

エニッシュの『ぼくのレストランⅡ』とタイトーの『ポップ☆タワー』が 

限定アイテムやかわいいキャラがもらえる 

お得なコラボレーション企画を実施！！ 

 



 

 

「ポップ☆タワー for GREE」のお客さまが「ぼくのレストランⅡ」をプレイした場合 

条件 「ポップ☆タワー」で入手できるもの 

ぼくのレストランⅡでチュートリアル突破 プレイチケット×3 枚 

プラチナヒント Lv5×3 個 

ぼくのレストランⅡでレシピを 20 覚える  赤スコア UP Lv5×3 個 

赤出現率 UP Lv5×3 個 

ぼくのレストランⅡで友達招待送信（5 人） プレイチケット×3 枚 

得点倍率 UP Lv5×3 個 

ぼくのレストランⅡで料理を 5 回提供 タイムプラス Lv5∞0.5H×1 個 

ぼくのレストランⅡでレベル 15 到達 ぼくのレストランⅡ限定ポスター×1 個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ポップ☆タワー for GREE』でコラボイベント開催！シホさんがやってくる！  

このたびのコラボレーションを記念して、『ポップ☆タワー for GREE』では、2013 年 9

月 30 日（月）まで、コラボイベント「チャズルたちのレストラン ～スイーツ編♪」を開

催いたします。期間中、『ぼくのレストランⅡ』の看板キャラクター”シホさん”が経営する

スイーツレストランが『ポップ☆タワー for GREE』に登場。パズルをプレイして完成させ

るスイーツもすべて『ぼくのレストランⅡ』に登場するメニューとなり、『ポップ☆タワー 

for GREE』で『ぼくのレストランⅡ』とコラボレーションした、かわいらしく美味しそう

な世界を存分にお楽しみいただけます。 

 

「チャズルたちのレストラン ～スイーツ編♪」 

イベント期間：2013 年 9 月 30 日（月）12:00 まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ぼくのレストランⅡ』のメニューが多数登場！ “シホさん”のレストランでバイト中の「チャズル」 

『ぼくのレストランⅡ』限定ポスター 『ポップ☆タワー』限定「料理」アイテム 



 

【「ぼくのレストランⅡ」とは】 

1,000 種類以上の料理を提供できるレストランゲームの決定版。世界中の料理を提供できる一

流レストランを目指そう！ 

タイトル 「ぼくのレストランⅡ」 

対応機種 ●スマートフォン版 

Android 端末 
i Phone / iPod touch / iPad 
※機種によりご利用頂けない場合があります。 
●フィーチャーフォン版 

※Flash Lite
®
1.1 以降対応機種が対象となります。 

※機種によりご利用頂けない場合があります。 

アクセス方法 フィーチャーフォン スマートフォン 

  

http://mpf.gree.jp/24 http://pf.gree.jp/24 

 

※ 各端末から上記へアクセスしてください 

※ ゲームをお楽しみ頂くには「GREE」への会員登録が必要です 

※ 「GREE」以外のプラットホームはキャンペーン対象外となり

ます 

利用方法 「GREE」への会員登録後、ご利用可能です。 

利用料 基本プレイ無料、アイテム課金制 

コピーライト表記 ©enish, inc. 

 

【「ポップ☆タワー for GREE」とは】 

エレクトロニック・アーツ株式会社の PopCap ブランドの人気パズルゲーム「Bejeweled
®

（ビジュエルド）」、「Zuma
®（ズーマ）」、「Chuzzle

®（チャズル）」にソーシャル要素を融合

したカジュアルパズルゲームです。 

タイトル 「ポップ☆タワー for GREE」 

対応機種 ●スマートフォン版 

Android 端末（OS：Android 2.2 以上） 

iPhone / iPod touch / iPad（OS：iOS4.2 以降） 

※機種によりご利用頂けない場合があります。 

●フィーチャーフォン版 

i モード：FOMA
®
 903i シリーズ以降の機種 

EZweb：EZ アプリ(BREW3.1/4.0)対応機種 

Yahoo!ケータイ：3G 対応機種 

※Flash Lite
®
1.1 以降対応機種が対象となります。 

※機種によりご利用頂けない場合があります。 

アクセス方法 ●スマートフォン版 

http://pf.gree.jp/1174 

●フィーチャーフォン版 

http://pf.gree.jp/1174


 

http://mpf.gree.jp/1174 

●App Store 

https://itunes.apple.com/jp/app/popputawa/id546290673?mt=8 

●Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.taito.am.gree.poptower 

利用方法 「GREE」への会員登録後、ご利用可能です。 

利用料 基本プレイ無料、アイテム課金制 

コピーライト

表記 

©TAITO CORP.2011,2013 

©2012 Electronic Arts Inc. 

 

【商標】 

※iPhone、iPod touch および iPad は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。App 

Store は Apple Inc.のサービスマークです。 

※Android は、Google Inc.の商標または登録商標です。 

※FlashはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標また

は登録商標です。 

※「ｉモード」及び「ｉ-mode」ロゴは NTT ドコモの登録商標です。 

※「EZweb」は KDDI 株式会社の登録商標です。 

※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。その他のすべて商

標は、それぞれの所有者に帰属します。 

※TAITO、TAITO ロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。 

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 

 

 

 

報道ご関係者からのお問合せ 

株式会社 enish 

〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-13-1 フジキカイ広尾ビル 8F 

広報担当 

℡：03-5791-2131 EMail: pr@enish.jp 

 
株式会社タイトー 

〒160-8430 新宿区新宿 6-27-30 新宿イーストサイドスクエア 
広報室 担当／佐々木 

TEL：03-5292-8155 / FAX：03-5292-8368  Email：pub_web@taito.co.jp 

http://mpf.gree.jp/1174
https://itunes.apple.com/jp/app/popputawa/id546290673?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.taito.am.gree.poptower
mailto:pub_web@taito.co.jp

