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「ディズニー版 テトリス®」が、
携帯ゲームポータル「ディズニーゲームズ」に登場！
～ミッキーをはじめとするディズニーキャラクターが登場！～
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱（本社：東京都目黒区/代表取締役社長：ポール・キャンドランド）
は、株式会社ジー・モード（本社：東京都渋谷区/代表取締役社長：宮路 武）と共同で製作をした、ミ

ッキーマウスやミニーマウスが登場する「Disney テトリス 1to3」（※1）を、ディズニー公式携帯ゲ
ームポータルサイト「ディズニーゲームズ」（URL: http://disneygames.jp/）で本日より配信開始し
ます（ディズニー・モバイル、NTT ドコモ、ソフトバンクモバイルにて開始）。
「テトリス®」は、シリーズ作品である「TETRIS LEAGUE」が 300 万会員・累計 4 億対戦を突破
（※2）するなど、あらゆる世代に愛されている定番パズルゲームです。
「Disney テトリス 1to3」では、ミッキーマウスをはじめとするディズニーキャラクターの画面でテ
トリスを楽しむことができます。登場するキャラクターには、ゲームの世界観に合ったイルミネーション
風のアートを使用しゲームの演出をしています。定番のテトリスはもちろん、ビギナーも楽しめる 1to3
モードも用意し、初心者から上級者まで楽しめます。
※1 「Disney テトリス 1to3」を遊ぶには、「ディズニーゲームズ」の 300 円コースの登録が必要です。
※2 会員数・対戦数は 2011 年 5 月現在のモバイルサイト「対戦ぐるじゃむ」、「Mobage」、「GREE」の合計数です。

Disney テトリス 1to3 の詳細
Disney テトリス 1to3 は、株式会社ジー･モードが開発した「テトリス 1to3」をディズニーバージョン
にアレンジした初心者から上級者まで楽しめるパズルゲームです。「TETRIS」モード、「1to3」モード、
「DIG」モードの 3 種類の中から選んで遊べます。
「TETRIS」モード：テトリスの基本となるゲームモード。従来と同様に、LV1～LV15 まで 15 段階の
速度でテトリミノ（ブロック）が落下します。
「1to3」モード：1～3 個ピースのミニミノのみを使い、ラインを消していくモードです。画面上のブ
ロック全てを消すと「PERFECT」ボーナス点が、連続で「PERFECT」が決まればさらにボーナス点が
もらえます！また、2 分間限定タイムアタックモードも楽しめます。難易度は「Easy」と「Normal」の 2
種類から選択可能です。
「DIG」モード：「DIG」モードは、1～3 個ピースのミニミノを使ってお邪魔ブロックを消しつつ、最
下段のラインを消滅するというモード。
制限時間 3 分間のクリアステージ数を競う「3min」モードと、ゲームオーバーになるまでのクリアス
テージ数を競う「TRY」モードがあります。難易度は 15 段階のレベルから選択可能です。
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◆サービス提供
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◆情報料
◆アクセス方法

◆対応機種

ディズニー・モバイル／NTT ドコモ／ソフトバンクモバイル

2011 年 6 月 1 日（水）
月額 315 円コース（税込）
携帯アクセス用
【Disney Web】 Disney Web ⇒ ディズニー公式サイト ⇒ メニューリスト
2 次元コード
【i モード®】 iMenu ⇒ メニューリスト ⇒ ゲーム ⇒ ミニゲーム
【Yahoo!ケータイ】 Yahoo!ケータイ ⇒ メニューリスト ⇒ ケータイゲーム ⇒ ゲームパック
ディズニー・モバイル: 全端末
i モード：FOMA® 704i/903i シリーズ以降の機種
Yahoo! ケータイ：3G 対応機種
※機種によりご利用いただけない場合がございます。

◆ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社について
ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー（米国本社）は、1959 年に現地日本法人を設立し、日本市場に本格参
入しました。2000 年 4 月に日本国内の複数の関連子会社を統合、2002 年 8 月にウォルト・ディズニー・ジ
ャパン株式会社に社名変更し、東京ディズニーリゾート（R）以外のディズニービジネスを日本で管轄してい
ます。米国本社のメディア・ネットワーク、パーク＆リゾート、スタジオ・エンターテイメント、コンシューマ・プロ
ダクツ、インタラクティブ・メディアの 5 部門に対応する形で、日本において多角的な事業を展開しています。
◆テトリス(TETRIS®)のブランドについて
テトリス(TETRIS®)のブランドは世界を率いる最も独特なゲームブランドおよびフランチャイズのひとつです。
このゲームの25年の歴史において数億を超えるゲームが販売されています。年齢、文化を問わず世界中
の人々に愛され、テトリスゲームはいまでも最も広く知られている不朽のビデオゲームとなっています。テト
リス・ホールディング(Tetris Holding, LLC)が世界中のテトリスの権利を所有しており、ザ・テトリス・カンパニ
ー(The Tetris Company, LLC)がその独占的なライセンス許諾を受けています。ザ・テトリス・カンパニーは、
その代理業者である株式会社ブルー・プラネット・ソフトウェア(Blue Planet Software, Inc.)を通して、テトリ
スの世界中の知的所有権及びフランチャイズを認可し管理しています。今日、ブルー・プラネット・ソフトウェ
アはライセンス認可先パートナー会社とともに、数多くのプレイヤーにとって、今日的で面白く、かつ挑戦的
な 最高品質のテトリス製品をお届けするよう努めています。 テトリスのブランド及びテトリス製品について
の最新情報については http://www.tetris.com/をご覧ください。
※「ｉモード」
「FOMA」及び「ｉ-mode」ロゴは NTT ドコモの登録商標です。
※「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国 Yahoo!Inc.の登録商標または商標です。
※TETRIS は Tetris Holding LLC の登録商標です。
※Mobage は、株式会社ディー・エヌ・エーの登録商標または商標です。
※GREE は、グリー株式会社の登録商標または商標です。
※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。
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