2019年7月19日

グッドスマイルカンパニー×NextNinja 新作「東方 LostWord」
「東方 Project」二次創作のスマホ RPG！事前登録開始！！

株式会社グッドス

と株式会社 NextNinja は、東方 Project の二次創作となるス

トフォ 向け RPG「東方 LostWord」を 2 社の共同プロジェクトとして開発いたします。

「東方 LostWord」の発表に伴って、本日より公式サ トおよび公式 Twitter にて、事前登録を開始い
たしました。

■公式サ トはこちら

https://touhoulostword.com/

■公式 Twitter はこちら

https://twitter.com/Touhou_LW

〜プロデュ サ 山岸聖幸 コメ ト〜
東方 LostWord は「東方 Project」を原作とした二次創作作品です。今回はキ ビジュ
クタ ビジュア

、ロゴデザ

ア

、キャラ

を公開いたしました！本作品は数多くのクリエ タ に参加いただいて

おります。本作品に関する情報を Twitter で随時公開してまいりますので、楽しみにお待ちください。

■事前登録キャ ペ

開始！

公式サ ト（ https://touhoulostword.com/ ）では、Twitter、メ
の事前登録を開始いたしました。また、事前登録者数に応じて、ゲ
「事前登録キャ ペ

」も開始しております。

※ゲ ム内ア テムはアプリ配信後に使用できます

アドレス、LINE、予約トップ 10 で
ム内ア テムをプレゼ トする

■Amazon ギフト券「5000 円」分が毎日アタ ！フォロ ＆RT キャ ペ

開催！

公式 Twitter（ https://twitter.com/Touhou_LW ）では、Amazon ギフト券「5000 円」分が毎日 1 名様
に抽選で当たるフォロ ＆RT キャ ペ
PV を投稿したツ

を開始いたしました。本日（7/19）の対象ツ

トになります。公式 Twitter のフォロ ＆PV を投稿したツ

トは、第 1 弾

トを RT（リツ

ト）

することで、Amazon ギフト券「5000 円」分が抽選で 1 名様に当たります。
明日（7/20）以降も、RT キャ ペ

用のツ

トを行いますので、是非公式 Twitter をフォロ して

ご参加ください。
また公式 Twitter では、東方 LostWord の最新情報を随時紹介してまいりますので、ご期待ください。

■キ ビジュア

&キャラクタ ビジュア

東方 LostWord のキ ビジュア

公開！

の ラストは夢野 ろて氏、タ ト

ロゴは草野 剛氏が手掛けてお

ります。

ラスト：夢野 ろて
タ ト

ロゴ：草野 剛

また、「博麗霊夢」「霧雨魔理沙」のキャラクタ ビジュア

も公開いたしました。公式サ ト

（ https://touhoulostword.com/ ）では、霊夢と魔理沙以外のキャラクタ ビジュア
りますので、是非ご覧ください。

も公開してお

■東方 LostWord
タ ト

：

東方 LostWord

読み：

トウホウ ロストワ ド

配信：

株式会社グッドス

開発/運営：

株式会社 NextNinja

配信時期：

未定

対応 OS：

iOS / Android（予定）

株式会社グッドス
会社概要
■ 会社名

株式会社グッドス

■ 設立

2001 年 5 月

■ 従業員

130 名

■ 代表者

代表取締役社長 安藝 貴範 （あき たかのり）

■ 事業所

(本社) 東京都千代田区外神田 3-16-12 アキバ CO ビ

8F

（工場）鳥取県 倉吉市 秋喜 243 楽月工場
事業内容
■ 玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売
■ 玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コ サ ティ グ、業務代行
■ 玩具・フィギュア・グッズの

ッケ ジ・広告デザ

、Web デザ

請負業務

■ 映像・音楽・ゲ ムの企画、制作
■ ア メ ショ の企画・製作・プロデュ ス

グッドス

は、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しております。

2019 年現在、1000 種類以上発売されているデフォ

メフィギュア「ねんどろいど」シリ ズは当社の代表シリ ズです。近年は

フィギュアの枠を超え、ア メコ テ ツ事業へも幅を広げています。さらに海外ア ティストとのコラボレ ショ や海外への事
業展開も積極的に行ない、ジャ

ズ

チャ を様々な形で世界に発信すべく挑戦しております。

株式会社 NextNinja
会社概要
■ 会社名

株式会社 NextNinja

■ 設立

2003 年 10 月

■ 従業員

70 名

■ 代表者

代表取締役社長 山岸 聖幸 （やまぎし まさゆき）

■ 事業

東京都品川区西五反田 8-3-16 西五反田８丁目ビ

9F

事業内容
■ ゲ ムの企画、開発、運営
NextNinja は、モバ

ゲ ム、モバ

・ソリュ ショ を提供するベ チャ 企業です。ゲ ムの企画・開発・運営を主な業務と

して展開しております。
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※東方 LostWord は「東方 Project」を原作とした二次創作作品です

