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スマートフォンゲーム「天天伝奇」独占ライセンス締結に関するお知らせ 

 

 

株式会社 Aiming（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：椎葉 忠志、以下「当社」）は、

Tencent（本社：中国深圳、代表者：Ma Huateng）との間で、スマートフォンゲーム『天

天伝奇（日本名：未定）』の日本における独占ライセンス契約を締結いたしましたのでお知

らせいたします。 

 

 

当社はこれまでリサーチ部隊による独自の目利き力を活かし、ライセンスインによる海

外タイトルの国内配信を他社に先行して積極的に進めて実績につなげてまいりました。今

後は Tencent グループとの提携関係を活かし、ライセンスインによるビジネスをさらに加

速させ、当社が配信するタイトル数の拡充を図ってまいります。 

 

 

１． 新規タイトルの概要 

中国大手インターネットサービス企業 Tencent が開発したタイトルの日本ローカライズ

版で、中国では 2015 年 4 月よりサービスが開始されております。 

高品質なフル 3D グラフィックで描かれる、リアルタイムバトルの RPG（ロールプレイ

ングゲーム）です。多様な成長要素、豊富なゲーム内コンテンツが用意されており、非常

に高い完成度を誇りながらも、スマートフォン向けに誰もが気軽に簡単にプレイできるゲ

ームになっています。 



２. TENCENT の概要 

(１) TENCENT 

About Tencent 

Tencent uses technology to enrich the lives of Internet users. Every day, hundreds of 

millions of people communicate, share experiences, consume information, seek 

entertainment, and shop online through Tencent's integrated platforms. Tencent's 

diversified services include QQ, Weixin and WeChat for communications; Qzone for 

social networking; QQ Game Platform for online games; QQ.com for information; as well 

as eCommerce open platform. 

Tencent was founded in Shenzhen in 1998 and went public on the Main Board of the 

Stock Exchange of Hong Kong Limited in 2004. Tencent has been one of the 50 

constituent stocks of the Hang Seng Index since June 10, 2008, under stock code 00700. 

Tencent seeks to evolve with the Internet by investing in innovation, providing a 

hospitable environment for Tencent'spartners, and staying close to Tencent's users. 

For more information, please visit www.tencent.com/ir 

 

（抄訳） 

Tencent は、インターネットユーザーの生活を豊かにするための技術を利用しています。毎

日、数億人もの人々のコミュニケーション、体験、情報、エンターテインメント、オンラ

インショッピングが、Tencent のプラットフォームに統合されています。Tencent には、コ

ミュニケーションツールである QQ、Weixin と WeChat、SNS の Qzone、オンラインゲー

ムのための QQ ゲームプラットフォーム、情報ポータルの QQ.com、そして e コマースのオ

ープンプラットフォームが含まれています。 

 

Tencentは1998年に深圳で設立され、2004年に香港証券取引所に上場（株式コード: 00700）

しました。2008 年 6 月 10 日以来、香港ハンセン株価指数を表す 50 銘柄の 1 つとなってい

ます。Tencent は、常に利用者の最も近い場所に存在することを目指しています。また、新

しいイノベーションへの投資やそのために必要な素晴らしい環境をパートナー企業にご提

供することで、インターネットとともに進化していきます。 

 

より詳しい情報は、ホームページの IR 情報をご覧ください。 

www.tencent.com/ir 
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(２) 主な事業内容 オンラインゲームの開発 

PC クライアントソフト： 

・League of Legends 

・Dungeon and Fighter 

・Cross Fire 

モバイルゲーム： 

・WeFire 

・WeFly 

・WeChat Dash 

(３)設立年 1998 年 

(４)本店所在地：中国深圳市 

(５)代表者：Ma Huateng 

 

３．日程 

2016 年 1 月 26 日 独占ライセンス契約締結 

 

４. 今後の見通し 

当該タイトルの正式有料サービス開始時期は 2016 年春以降の予定です。 
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