報道関係者各位 プレスリリース .
平成 28 年 3 月 10 日

コミック・コミュニケーション株式会社

3 月 14 日よりコミック・コミュニケーション株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長 國宇克信）は、キャラク
ターのフキダシにセリフを入れて送れる人気コミュニケーションアプリ『コミコミ』におきまして、人気スマホ ミュ
ージカルリズムゲーム『夢色キャスト』よりキャスト 7 人のコマを配信いたします。
また、配信を記念しまして『夢色キャスト』のコマを使ってお題に沿った一言をつぶやき、見事選出されるとオリ

ジナルグッズがもらえる『夢色キャスト

Twitter キャンペーン』を実施いたします。

人気ゲーム『夢色キャスト』配信♪Twitter キャンペーンも実施！
『夢色キャスト』のコマを使ってお題に沿った一言を Twitter でつぶやこう！優秀投稿には非売
品公式プログラムやクリアファイルなど、オリジナルグッズをプレゼント♪

漫画の吹き出しを編集できる『コミコミ』から『夢色キャスト』とコラボしたコマが詰まったオリジナルパックを配信開
始！ このパックを使って、Twitter で大喜利を開催いたします！それぞれのお題の優秀な投稿には、非売品の公式プログラ
ム、ステッカーや、各キャストのマイクロファイバータオルやクリアファイルを贈呈いたします！
『夢色キャスト』とは、ミュージカル劇団「夢色カンパニー」に脚本家として入団したプレイヤーが、
7 人のキャストと共に劇団を盛り上げていく、笑いあり、涙あり、ドッキドキの恋するミュージカルリ
ズムゲームです。作詞担当に畑 亜貴さん、キャラクターデザインには FiFS のの かなこさん、キャラ



とは？

クタースーパーバイザーには FiFS 曽我部 修司さんを迎え、セガとランティスが満を持して贈ります。
出演声優は、逢坂 良太、花江 夏樹、豊永 利行、上村 祐翔、林 勇、小野 友樹、畠中 祐 です。

 キャストたちと作り上げるミュージカル：リズムに合わせてキャストをタップ。コンボをつなげてミュージカルを成功させると
キャストとのラブポイントがアップ！ラブポイントをアップさせると、キャストとの恋愛ドラマが展開！？
 メイン＆恋愛ドラマはフルボイス：あなたとキャスト 7 人の青春ドラマ！心ときめく展開も…？
 アニメのように動くキャスト：
【Live2D】で表情豊かに笑ったり、怒ったり、アイコンタクトをします。
 劇団を彩るミュージック＆ボイス：全楽曲、作詞は“畑 亜貴”が担当！豪華声優の美しい歌声と CV は圧倒的！
＜夢色キャスト

概要＞

名称：夢色キャスト

ジャンル：ミュージカルリズムゲーム

App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1030681285
Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.ycast
価格：基本無料（アイテム課金あり）
メーカー：セガゲームス

著作権表記：©SEGA/夢色カンパニー

■公式サイト： http://ycast.sega-net.com/
■公式 Twitter：@yumecast

【キャンペーン概要】
開催期間

3 月 14 日（月）11:00～3 月 31 日（木）23:59
① 夢色カンパニーのキャストがミュージカルの舞台に立つ前に必ずするおまじないとは？

大喜利のお題

② リズムゲーム中、デッキにいるキャストのスキルによって変わる「スキルボイス」
あなたの考える新しいスキルボイスを教えてください！
『夢色キャスト公式 Twitter（@yumecast）
』をフォローしたうえで、
『コミコミ』アプリ内で『夢色キ
ャスト』のパックをダウンロードしていただき、好きなコマを使って、上記のお題に沿ったセリフを吹

参加方法

き出し等に書き込み、Twitter へ投稿してください。
その際、ハッシュタグ『#夢キャスコミコミ』を必ず本文につけてください。
『#夢キャスコミコミ』が
ついた投稿が選考の対象となります。

＜夢色カンパニー賞（最優秀賞）＞お題①、②から計 1 名様
投稿したキャストのクリアファイル＋マイクロファイバータオル＋公式プログラム 1 部

＜特別賞（響也篇・伊織篇・蒼星篇・陽向篇・カイト篇・仁篇・昴篇）＞お題①、②から各
7 名様ずつ、計 14 名様
各篇、投稿したキャストのクリアファイル+ステッカー（ランダム 1 種）

賞品一覧

●公式プログラム

●クリアファイル

●マイクロファイバータオル

●ステッカー
（ランダム 1 種）

【キャンペーン注意事項】
 引用ツイートやリプライは無効となります。
 当選者の方へは夢色キャスト公式 Twitter もしくはコミコミ公式 Twitter より DM（ダイレクトメッセージ）にてご連絡いたします。
 当選発表時、DM が送れない状態の際は、当選無効となります。
 運営上、予期せぬ理由でキャンペーンの内容や日程が変更されることが有ります。予めご了承ください。

Twitter キャンペーンへの投稿は 6 ステップで完了！
手順①

手順②

手順③

手順④

手順⑤

手順⑥

アプリのトップ
ページから特集
ページのバナー
をタップします

特集ページ下部
のリンクから
『夢色キャス
ト』をタップし、
ダウンロードペ
ージに移動

ダウンロードペ
ージの「ダウン
ロード」をタッ
プすると、コマ
のダウンロード
が始まります

大喜利に投稿し
たいキャストの
コマをタップ
し、入力画面を
立ち上げます

フキダシやメッ
セージウィンド
ウ内に投稿内容
を 入 力 し 、
Twitter アイコ
ンをタップ

ハッシュタグ
「#夢キャスコ
ミコミ」を忘れ
ずに入力し、投
稿をタップすれ
ば完了です

商品概要
アプリ名

コミコミ
基本無料（アイテム課金制）
・AndroidTM 版 1 パック 200pt/200 円(税抜)
月額課金の場合 400pt チャージ/300 円(税抜)にて販売。
・iOS 版 1 パック 200pt/240 円(税込)
※コミコミアプリの利用は無料です。アプリのダウンロード・ご利用には別途通信料が発生します。

料金

対応端末

コミコミ

推奨環境 AndroidTM 4.4 以上 / iOS9.0 以降、iPhone 対応

KDDI E メール
(@ezweb.ne.jp)アプ
リ

「コミコミ」アプリとの連携は、2012 秋冬以降発売の LTE 対応機種(※)にて、
「KDDI E メールアプ
リ」のアップデートにより順次対応します。また、2014 秋冬以降発売の AndroidTM 搭載スマートフォ
ンではプリセットにて対応します。
※AQUOS PHONE SERIE SHL21、AQUOS PAD SHT21、AQUOS PHONE SERIE SHL22 はメールア
プリからの連携には対応しておりません。
【 App Store / auMarket / Google Play 】
http://comi2.me

ダウンロード方法

更新情報やアプリ内特集など、最新情報を随時配信中！
【Twitter】@comi2_info / 【Facebook】https://www.facebook.com/comi2info

Twitter・Facebook

会社概要
社名

コミック・コミュニケーション株式会社

代表者

代表取締役社長 國宇克信

株主

株式会社小学館 / 株式会社講談社 / 東宝株式会社

所在地

東京都千代田区神田神保町 3-17 ヨシダ FG ビル 2F

お問い合わせ先

pr@comi2info.jp

公式サイト

http://www.comi2.co.jp

/ 國宇克信

(C)2014 Comic Communication Co., Ltd. All rights reserved.

