FALCOM NEWS RELEASE
2007 年 9 月 18 日
日本ファルコム株式会社

「ｉモード®」『イース/ファルコムi』がリニューアルオープン！！
日 本 ファルコムのゲーム＆サウンドヴィジュアルコンテンツが満 載 ！
～月額会員には人気のゲームミュージック着うたフル®を3曲無料プレゼント！～
日本ファルコム株式会社（代表取締役社長：近藤季洋）と株式会社タイトー（代表取締役社長：和田洋一）との提
携によりサービス展開している携帯電話向けゲーム配信サイト『イース/ファルコム i 』がリニューアルいたします。

ゲームアプリは月額＆ポイント制でお得に！！ 期間限定！開発中のデモムービーも先行配信！
リニューアルに伴い、従量課金制からお得な月額＆ポイント制を導入いたします。ゲームアプリは、イースシリー
ズ、英雄伝説シリーズ、ロードモナークシリーズをポイント制で配信します。今まで従量で配信されていたアプリも
よりお得なポイントでダウンロード可能です。更に、「東京ゲームショウ 2007」出展の今秋より順次配信が予定され
ている『イース・オリジン』、『英雄伝説空の奇跡 FC』の開発デモムービーを 2007 年東京ゲームショー開催期間
[2007 年 9 月 20 日（木）～9 月 23 日（日）]限定で、月額会員向けに特別無料配信致します。期間限定なので今す
ぐ体験してみて下さい。
また、従量課金制からの移行アプリもただの移行ではございません。リニューアル前よりご好評いただいている
「サーバーセーブ機能」が更にパワーアップいたしました。今まではアプリを削除した際には、再ダウンロードしな
ければ前回のセーブ内容がわからなかったのですが、今回はサーバーセーブの情報をサイトで確認する事が出
来る様になり、より良いプレイ環境でゲームをお楽しみ頂けます！
また、再ダウンロード期間も月額会員期間中は無期限で再ダウンロードを保証致します。
人気のファルコムゲームミュージックも配信！珠玉のゲームサウンドを着モーション®/着うたフル®で！！
日本ファルコムのゲームミュージックは、「ファルコムミュージック」とも呼ばれゲーム同様に多くのファンを獲得し
ております。そのファルコムの人気サウンドトラックを高品質な着モーション/着うたフルで配信致します。着うたフ
ルでは、なんとアルバムごとのダウンロードが可能となっており、1 曲 100 ポイントの着うたフルが、アルバム一括
では 10 曲以上の収録で 1000 ポイントでダウンロード可能となっております。リニューアルと同時に、人気のアクシ
ョン RPG 最新作『イース・オリジン』のサウンドトラックを配信いたします。
・イース・オリジン サウンドトラック Disc１ 収録楽曲全 19 曲
さらに、月額会員期間中は毎月 3 曲の着うたフルをもれなく差し上げます。315 円/月額の登録で 3 曲/毎月を進
呈、ファルコムファンのユーザーさまにとって大変魅力的な特典となっております。
※ 着うたフル非対応機種では、同楽曲の着モーションプレゼントとなります。
※ プレゼント楽曲は配信中のサウンドの中より 3 曲になります。
美麗グラフィックの壁紙やマル秘情報満載のコラムも配信！！
『イース/ファルコム i』では、美麗なグラフィックが好評の「イース」シリーズ、「英雄伝説」シリーズの壁紙を取り揃
えています。また、全ての壁紙が VGA サイズに対応！高画質の壁紙をお楽しみ頂けます（※VGA 対応端末は
N903i/N904i となっております）
さらにコラムコーナーでは、新作アプリや開発途中のゲーム情報など、マル秘情報がつまったコラムを掲載いた
します。お得な内容から制作スタッフのつぶやきまで、ここだけの情報をお届けします。
【商標】
※「FOMA」、「ｉモード」及び「ｉ-mode」ロゴは NTT ドコモの登録商標です。
※「着うた®」「着うたフル®」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ】
日本ファルコム株式会社 コーポレートユニット
東京都立川市曙町 1-14-13 〒190-0012
Tel: 042-527-0555 Fax: 042-528-2714

【別紙 1】

『イース/ファルコムｉ』
○配信開始予定日 2007年9月18日（火）
○アクセス方法

imenu → メニュー/検索 → ゲーム → ロールプレイング
→ イースファルコム i

○対応端末

FOMA 70X/FOMA 90X シリーズ
※ゲームアプリは F702iD/FOMA703 シリーズ/FOMA704 シリーズ/FOMA90X シリーズ
のみ対応となっております。
※FOMA700 シリーズ/FOMA701 シリーズ/FOMA702 シリーズ（F702iD 除く）は
着モーション、壁紙のみに対応しております。

○情報提供料

月額 2 コース 月額 315 円（税込）/月額 525 円（税込）
ポイント制 3 コース 300 ポイント/500 ポイント/1000 ポイント
※ポイント制サイトになります。月額 315 円＝300 ポイント、525 円＝500 ポイント

イース/ファルコム i 配信コンテンツ①：ゲームアプリ一覧

「イース」シリーズ

『イースⅡ完全版』
使用ポイント【200P】

『イースⅠ完全版』
使用ポイント【200P】

『 イース Ⅵ ナ ピシ ュ
テムの匣 』
使用ポイント【300P】

(C) 1998-2006 Nihon Falcom corporation (C) TAITO CORP.2005
(C) 1998-2006 Nihon Falcom corporation (C) TAITO CORP.2006
(C) 2003-2005 Nihon Falcom corporation (C) 2005 ScriptArts Co.,Ltd. Presented by TAITO

「ロードモナーク」シリーズ

『ロードモナーク』
使用ポイント【100P】

『フーズパニック』
使用ポイント【100P】

『モンスタードミニオン』
使用ポイント【100P】

(C)1996-2004 Nihon Falcom corporation (C)2004 ScriptArts Co.,Ltd. Presented by TAITO

【別紙 2】

イース/ファルコム i 配信コンテンツ②：着うたフル・壁紙
着うたフル配信アルバム

©2006 Nihon Falcom Corporation.

『イース・オリジンサウンドトラック』を全曲着うたフルで配信！
2007 年 3 月に開催された「ファルコムライブ 2007」でも好評を博し
た 「 GENESIS BEYOND THE BEGINNING 」 「 PROLOGUE -Ys
ORIGIN-」「TOWER OF THE SHADOW OF DEATH」等人気を含む
「イース・オリジン オリジナルサウンドトラック Disc1」の収録曲全
19 曲を一挙に配信いたします。
1 曲 100P/アルバム一括 1000P
今後配信を予定しているアルバムはこちら！
英雄伝説 空の軌跡 the 3rd オリジナルサウンドトラック
イース・オリジン オリジナルサウンドトラック Disc2
オリジナルサウンドトラック 英雄伝説 VI「空の軌跡」
オリジナル・サウンドトラック 「イース＆イース II エターナル」
オリジナル・サウンドトラック イース -フェルガナの誓いイース VI -ナピシュテムの匣- オリジナル・サウンドトラック
ミュージックフロムソーサリアン
オリジナル・サウンドトラック 「新・白き魔女」～前・後編～
英雄伝説 空の軌跡 SC オリジナルサウンドトラック
イース IV J.D.K.スペシャル～ザドーンオブイース
ミュージックフロム イース V 失われた砂の都ケフィン
ぐるみんオリジナルサウンドトラック
オリジナル・サウンドトラック VM JAPAN
オリジナル・サウンドトラック Ｚｗｅｉ!!

壁紙ダウンロード

イースシリーズ、英雄伝説シリーズの壁紙を取り揃えています。
また、全ての壁紙が VGA サイズに対応！高画質の壁紙をお楽しみ頂けま
す。

