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スマートフォン向けソーシャルゲーム「iButterfly Plus」 
アジア、北米、欧州など全世界 86 カ国・地域にアイテム課金制で配信開始 

 

 モバイルを中心としたエンターテインメントコンテンツを手がける株式会社バタフライ（社長：北村

勝利）、株式会社電通（社長：石井 直）、株式会社ディーツー コミュニケーションズ（社長：宝珠山

卓志）の３社は、スマートフォン向けソーシャルゲーム「iButterfly Plus（アイバタフライ  プラス）」

を日本を含む世界 86 カ国・地域向けにアイテム課金制で配信いたしました。 

 

 「iButterfly Plus」とは、「AR（拡張現実）」、「モーションセンサー」、「位置情報」、「ソーシャルゲー

ム」といった 4 つの要素を組み合わせて企画したスマートフォン向けソーシャルゲームです。AR

（拡張現実）機能を活かし、位置情報をベースとしてカメラ越しにエアタグとして現れる「ちょう」を、

スマートフォンのセンサー機能を利用して、スマートフォンをかざすことで捕まえてコレクションする

ゲームです。また、ゲーム上で知り合ったユーザーを友達登録したり、「Facebook」や「Twitter」に

捕まえた「ちょう」の情報を配信したりする機能も搭載しています。 

 

 他にも「iButterfly Plus」をより楽しむために追加アイテムを有料で購入することができます。今

回は追加アイテムとしてレアな「ちょう」を呼ぶための「花」の「タネ」を販売します。「タネ」を植え、

「花」を育て、レアな「ちょう」を呼ぶことで、ゲームに独自のカラーとストーリーを持たせることがで

きるようになります。 

 

「iButterfly Plus」のベースとなったのは 2010 年 1 月に電通が iPhone 向けに配信したアプリ

「iButterfly」です。「iButterfly」は、様々なメディアで紹介されるとともに、「第 9 回モバイル広告大

賞」のマーケティング部門の優秀賞を受賞する等、大きな話題を呼びました。「iButterfly Plus」は、

「iButterfly」をソーシャルゲームとしてバージョンアップさせたアプリとなります。 

 

「iButterfly Plus」は、企業のキャンペーン等のプラットフォームとしても展開する予定です。また、

広告枠も設置し、キャンペーンや広告販売は㈱ディーツー コミュニケーションズが担当します。 

 

■各社の役割と機能 

株式会社バタフライ 

―iButterfly Plus のゲーム設計・企画、開発、運営を行います。 
 
株式会社電通 
― iButterfly のライセンサーとして、これまでの知見を活かした本アプリケーションのプ
ロモーションや国際展開のアドバイスを行います 
 

株式会社ディーツー コミュニケーションズ 

―iButterfly Plus のキャンペーン・プラットフォーム及び広告枠の開発、国内外での販売

を行います。 



■ゲームイメージ 

＜ゲーム画面＞    ＜ちょう捕獲画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■概要 

 

・正式名称  ： iButterfly Plus 

・サービス開始日  ： iPhone版  ： 2011年 5月 27日（金） 

                    Android版 ： 2011年 5月 30日(月） 

・利用料   ： 基本プレイ無料（アイテム課金制：レアな「ちょう」を呼ぶための   

                   「花」の「タネ」を課金販売。料金は、115円（税込）を予定） 

・対応機種  ： ＜iPhone版＞ iPhone3GSまたは iPhone4/iOS4.2推奨 

     ＜Android版＞ Androidバージョン 2.2以上対応端末 

・入手方法  ： ＜iPhone版＞ iPhone本体もしくは iTunesから App Storeに 

アクセスして「iButterfly Plus」と検索し、 

インストールしてください 

     ＜Android版＞ Android Marketにアクセスして 

「iButterfly Plus」と検索し、 

インストールしてください 

・著作権表記  ： ©Dentsu ©Butterfly 

・Facebook  ： http://www.facebook.com/iButterflyPlus 

・Twitter   ： http://twitter.com/iButterflyPlus 

ハッシュタグ #iButterfly_Plus 

 

 

 

 

 



■配信対象国・地域 

 

Argentina  アルゼンチン (※ )/ Armenia アルメニア / Australia  オーストラリア (※ )/ 

België/Belgique ベルギー(※)/ Botswana ボツワナ/ Bulgaria ブルガリア/ Canada カナダ

(※)/ Chile チリ/ China 中国/ Colombia コロンビア/ Croatia クロアチア/ Czech Republic チ

ェコ/ Denmark デンマーク(※)/ Deutschland ドイツ(※) / Dominican Republic ドミニカ/ 

Ecuador エクアドル/ Egypt エジプト/ El Salvador エルサルバドル/ España スペイン(※)/ 

Estonia エストニア / Finland  フィンランド (※)/ France  フランス(※)/ Greece ギリシャ / 

Guatemala  グアテマラ / Honduras  ホンジュラス / Hungary  ハンガリー / India  インド / 

Indonesia インドネシア/ Ireland アイルランド(※)/ Israel イスラエル(※)/ Italia イタリア(※)/ 

Jamaica ジャマイカ/ Japan 日本(※)/ Jordan ヨルダン/ Kazakhstan カザフスタン/ Kenya ケ

ニア  / Kuwait  クウェート / Latvia  ラトビア / Lebanon  レバノン / Lithuania  リトアニア / 

Luxembourg ルクセンブルク/ Macau マカオ/ Macedonia マケドニア/ Madagascar マダガス

カル / Malaysia  マレーシア / Mali  マリ / Mauritius  モーリシャス / México  メキシコ (※)/ 

Nederland オランダ(※)/ New Zealand ニュージーランド(※)/ Nicaragua ニカラグア/ Niger 

ニジェール / Norway ノルウェー(※)/ Österreich オーストリア(※)/ Pakistan パキスタン/ 

Panama パナマ/ Paraguay パラグアイ/ Peru ペルー / Philippines フィリピン/ Poland ポー

ランド/ Portugal ポルトガル(※)/ Republic of Malta マルタ/ Republic of Moldova モルドバ/ 

Romania ルーマニア/ Russia ロシア(※)/ Saudi Arabia サウジアラビア/ Schweiz/Suisse ス

イス(※)/ Senegal セネガル/ Singapore シンガポール(※)/ Slovakia スロバキア/ Slovenia 

スロベニア/ Sri Lanka スリランカ/ Sweden スウェーデン(※)/ Taiwan 台湾(※)/ Thailand タイ

/ Tunisia チュニジア/ Turkey トルコ/ Uganda ウガンダ/ United Arab Emirates アラブ首長国

連邦/ United Kingdom イギリス(※)/ United States アメリカ(※)/ Uruguay ウルグアイ/ 

Venezuela ベネズエラ/ Vietnam ベトナム 

 

・下記 2 カ国は Android版のみが配信されます。 
Brazil ブラジル(※)/ Republic of Korea 韓国(※) 
 

・iPhone版は上記84カ国・地域に、Android版は上記※印の28カ国・地域への配信になります。 

・配信国・地域についての解説：配信国における国名表記方法及び並び順はApp Store表記に準   

 じています。またカタカナ表記は通称にて表示しています。 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

■株式会社バタフライ 

 事業戦略グループ  TEL: 03-5155-5106 

■株式会社電通 

 コミュニケーション・デザイン・センター次世代コミュニケーション開発部 

 TEL: 03-6216-8307 

 コーポレート・コミュニケーション局 広報部 

 TEL: 03-6216-8041 

■株式会社ディーツー コミュニケーションズ 

 広報宣伝部  TEL: 03-6252-3108 


