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『ドラゴン・ラージャ ファーストバトルキット』
パッケージ内容詳細発表！
〜プレイするための便利アイテム満載！パッケージ限定アイテムの全貌が明らかに！〜
株式会社 YNK JAPAN（ワイエヌケージャパン 東京都千代田区、代表取締役：朴 琪源）、株式会社 KESPI（ケスピ
東京都千代田区、代表取締役：澤 紫臣）は、運営する MMORPG（多人数接続型オンラインロールプレイングゲーム）
『Dragon Raja（ドラゴン・ラージャ）』に関し、2005 年 9 月 30 日より発売を予定しております、「ドラゴン・ラージャ ファース
トバトルキット」に封入いたします、同梱アイテムの詳細に関しまして、発表いたします。
同梱アイテムの内容は以下の通り。

・ パッケージ限定特典
 パッケージ版限定ゲーム内アイテム「光明のマント」
■

ゲーム内では出現しない、このパッケージ版でしか入手することのでき
ないパッケージ限定のゲーム内アイテムです。
■ このマントを装着すると特殊効果が発生します。
(パッケージに封入されているものはアビリティが UP！)
このため、スタート時からパワーアップした状態ではじめることができます。
光明のマント
この「光明のマント」は、色の変更が可能（ゲーム内染料アイテム使用）。
ユーザーの好みの色に変更できるため、ゲーム内でも色とりどりの鮮やかな世界に変わること間違いなし！

・ パッケージ同梱アイテム
回復系のアイテムやスキルアップのために必要なアイテムなど、実際に販売されるゲーム内のアイテムの中から、重
宝するアイテムを 3,800 円分(税別)同梱。同梱されるアイテムは以下の通り。
・
・
・
・
・

「フルヒーリングポーション(50)」
「フルリカバリーポーション(50)」
「CP ポーション(50)」
「ミニヘルスパック(60)」
「戦闘技術書」

１つ
１つ
１つ
１つ
２つ

HP を完全回復させます。（50 回まで）
HP と MP を完全回復させます。（50 回まで）
CP を完全回復させます。（50 回まで）
キャラクター死亡時、自動で復活させます。（60 回まで）
戦闘スキルを 1 ポイント獲得することができます。

【お問い合わせ先】
株式会社 KESPI 〒101-0031 東京都 千代田区 東神田 2-10-17 東神田 IN ビル 3 階
※本件に関してのお問い合わせは下記にお願いします。
TEL：03-5835-2580 FAX：03-5835-2581
E-mail：press@kespi.jp
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フルヒーリングポーション

フルリカバリーポーション

CP ポーション

ミニヘルスパック

戦闘技術書

「光明のマント」はパッケージ限定のアイテムであり、パッケージを購入する以外に入手をする方法はありません。
また、同梱アイテムもアイテムモールにて販売される予定の商品ですが、パッケージを購入することで、効果的なアイ
テムをまとめて入手できるため、非常に便利かつ、お得な内容となっています。

商品概要は以下のとおり。
【発売日、販売店舗、価格】
・ 2005 年 9 月 30 日（金）
・ 全国パソコンショップ、量販店ソフトウェアコーナー等
・ 標準価格 3,990 円（税込） （税別 3,800 円）

【パッケージ内容】
・ ドラゴンラージャクライアント CD-ROM
・ マニュアル（16 ページモノクロ）
 初めての人でもプレイしやすいよう、ID の取得からインストールといった
事前準備から、キャラクター作成、ゲームの操作方法などの一通りを、わかりやすく書いております。
・ ゲーム内アイテム 3,800 円(税別)相当
 回復系のアイテムやスキルアップのために必要なアイテムなど、実際に販売されるゲーム内のアイテムの中
から、重宝するアイテムを 3,800 円分(税別)同梱。
役立つアイテムばかりなので、スタートを一歩・二歩先から、進めることが出来ます。
・ パッケージ限定特典
■ パッケージ版限定ゲーム内アイテム「光明のマント」
ゲーム内では出現しない、このパッケージ版でしか入手することのできない
パッケージ限定のゲーム内アイテムです。
このマントを装着すると特殊効果が発生します。
(パッケージに封入されているものはアビリティが UP！)
・ 上記アイテムにつきましての詳細は、開発運営元の都合により変更となる場合がございます。そのような場合、詳
細内容につきましては、後日お知らせさせていただきますので、どうかご理解、ご了承いただけますよう、お願い申
し上げます。

【お問い合わせ先】
株式会社 KESPI 〒101-0031 東京都 千代田区 東神田 2-10-17 東神田 IN ビル 3 階
※本件に関してのお問い合わせは下記にお願いします。
TEL：03-5835-2580 FAX：03-5835-2581
E-mail：press@kespi.jp
©ALEA Interractive. ©YNK Japan Inc. ©KESPI Co.,Ltd..
2/3

【Dragon Raja Press Release】
ドラゴン・ラージャ プレスリリース
2005/9/22 by YNK JAPAN Inc. / KESPI Co., Ltd.
【パッケージ版発売のねらい】
・ パッケージ版として手にとれる形で店頭展開することにより、ドラゴン・ラージャの露出効果を上げ、新規ユーザー
のリーチ率を高くします。
・ ドラゴン・ラージャのクライアントソフトウェアは、ダウンロードによる配布をしておりますが、ユーザーの回線状況に
よっては、ダウンロード時間が長くなることから、CD-ROM 版として提供することで、ユーザーの利便性を図ります。
【画像素材ダウンロード】
パッケージ画像とスクリーンショット・各種特典画像は次の URL から取得していただけます。
http://www.f-groove.com/dl/doragon.zip
※ 画像取得期限：2005 年 9 月 30 日（金）23:59 まで
画像掲載の際には、以下のコピーライトを併記するようお願いいたします。
©ALEA Interractive. ©YNK Japan Inc. ©KESPI Co.,Ltd..

■株式会社 KESPI（ケスピ） http://www.kespi.jp/

株式会社ケスピは、オンラインゲームのプロフェッショナルな運営および関連ビジネスの成立を目指し、2004 年に設立さ
れました。日本版 Dragon Raja および Seal Online の運営会社としての活動だけではなく、今後、ゲームを中核とした各種
ビジネスを展開してまいります。
■株式会社 YNK JAPAN（ワイエヌケージャパン） http://www.ynkjapan.co.jp/
株式会社YNK JAPAN は、日本におけるDragon Raja を初めとした韓国優良コンテンツの展開を事業目的として、2004年に韓国オンライン
ゲームパブリッシャーであるSunny YNKの日本法人として設立されました。日本版Dragon Raja に関しましては、株式会社KESPI と一体と
なってビジネスを進めてまいります。
■フロンティアグルーヴ株式会社 http://www.f-groove.com/

フロンティアグルーヴ株式会社は、オンラインゲームのパッケージの制作・販売などのパブリッシング事業や、店頭・流通
に関する企画営業、AQUAZONE をはじめとするオフライン PC ゲーム開発などを展開する企業として、2002 年に設立さ
れました。オンラインゲームユーザーの裾野を広げていくため、今後も様々なビジネス展開を進めて参ります。

【お問い合わせ先】
株式会社 KESPI 〒101-0031 東京都 千代田区 東神田 2-10-17 東神田 IN ビル 3 階
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