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ユナイテッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長 CEO：早川与規、証券コード：

2497）は、初のスマートフォン向けオリジナルゲームタイトル『東京コンセプション』が、100 万ダウンロード

を突破したことをお知らせいたします。それに伴い記念キャンペーンを開催いたします。また、新妖怪ユニッ

ト「送り犬」、「鉢かづき」が登場します。 

 

■100万ダウンロード突破記念キャンペーン！ 

 

 

 

▼100 万 DL 記念！☆3 妖怪 1 体確定無料 10 連召喚！ 

キ/ズ/ナを繋げるスタイリッシュ妖怪 RPG『東京コンセプション』 

１００万ダウンロード突破！記念キャンペーンを開催！ 

～新妖怪ユニット「鉢かづき」「送り犬」登場～ 

 



 

【開催期間】2019 年 6 月 20 日(木) メンテナンス終了後～7 月 10 日(水) 15:00 

☆3 ユニットが 1 体確定、おひとり様 1 回限りの無料 10 連召喚を開催します。 

 

▼100 万 DL 記念！☆4 神器 1 個確定無料 10 連召喚！ 

 

【開催期間】2019 年 6 月 20 日(木) メンテナンス終了後～7 月 10 日(水) 15:00 

☆4 神器が 1 個確定、おひとり様 1 回限りの無料 10 連召喚を開催します。 

 

 



 

▼1 日 1 回限定！強化珠 10 連召喚無料！ 

 

【開催期間】2019 年 6 月 20 日(木) メンテナンス終了後～6 月 28 日(金) 15:00 

1 日 1 回限定でグレード 2～グレード 10 のグレードアップに必要な強化珠が獲得できる無料 10 連召

喚を開催します。 

 

▼合計 3,000 個の結界石と高レア育成素材等がもらえるログインボーナス！ 

 

【開催期間】2019 年 6 月 21 日(金) 00:00～7 月 10 日(水) 23:59 



合計 3,000 個の結界石と高レア育成素材等がもらえるログインボーナスを実施します。 

期間中にログインすると、1 日 1 回ずつ報酬として結界石や高レア育成素材等をプレゼントします(最大

7 日分)。 

 

▼特別ショップに☆3 妖怪 1 体確定 10 連召喚チケット付き育成セットなどを追加！ 

 

【開催期間】2019 年 6 月 20 日(木) メンテナンス終了後～7 月 10 日(水) 15:00 

期間中、特別ショップに☆3 妖怪 1 体確定 10 連召喚チケットや☆4 神器 1 個確定召喚チケット付き

育成セット、さらにソウル、インゴット、AP 回復セットなどを追加します。 

 

▼結界石増量キャンペーン！ 



 

【開催期間】2019 年 6 月 20 日(木) メンテナンス終了後～7 月 10 日(水) 15:00 

期間中、結界石の初回購入時にボーナス分の結界石をプレゼントします。 

 

▼100 万 DL 突破記念フォロー＆RT キャンペーン 

 

公式 Twitter では、100 万 DL 突破を記念して、5,000 円分のギフトコードが 10 名様に当たるキャン

ペーンを実施します。 

詳細は『東京コンセプション』公式 Twitter アカウント（@tocon_pr）をご覧ください。 

 

【開催期間】2019 年 6 月 20 日(木)メンテナンス終了後～6 月 28 日(金)14:59 



 

▽応募方法 

1．『東京コンセプション』 公式 Twitter アカウント（@tocon_pr）をフォロー 

2. 該当のツイートをリツイートで応募完了 

 

※Twitter アカウントを非公開設定にしている場合、抽選対象外となります。 

※当選者発表までに公式アカウント（@tocon_pr）のフォローを外した場合、抽選対象外となります。 

※当選の発表は、当選者への DM による連絡をもって代えさせていただきます。 

 

また、100 万 DL を記念したキャンペーンでは、その他にも 

・過去に消費した結界石の数に応じた☆3 妖怪 10%召喚チケットのプレゼント 

・ログイン日数に応じた育成素材のプレゼント等を実施予定です。 

 

スコアチャレンジ「想い巡りて鉢合わせ」開催！ 

 

【開催期間】2019 年 6 月 20 日(木)メンテナンス終了後～6 月 27 日(木)15:00 

スコアチャレンジ「想い巡りて鉢合わせ」を開催します。 

累計報酬で新妖怪ユニット「鉢かづき ハツセ」を手に入れよう。 

 

▽鉢かづき ハツセ（CV：桑原由気） 



 

かつて長谷観音のお告げにより、取れない鉢を被せられた人間の少女。継母に壮絶な虐めを受けるも、

鉢のおかげで生き延び、最後に幸せを掴んだ。生を全うした後、保護者である長谷観音のもとで天女とな

り、現世で人々をすくい続けている。 

 

■「鉢かづき」専用神器登場 

 



【開催期間】2019 年 6 月 24 日(月)00:00～6 月 30 日(日)23:59 

期間中、ミッションクリアで鉢かづきの専用神器をゲットすることができます。 

同盟レイド戦では、ブラック鉢かづきを撃破することで、専用神器の欠片を集めることができます。 

 

新妖怪ユニット「送り犬」登場！召喚確率UPのピックアップ召喚開催！ 

 

【開催期間】2019 年 6 月 20 日(木)メンテナンス終了後～6 月 28 日(金)15:00 

新妖怪ユニット「送り犬 セタ」の召喚確率が UP するピックアップ召喚を開催します。 

また、「送り犬 セタ」が 50%の確率で排出される召喚チケットなど、豪華おまけ付きステップアップ召喚も

開催します。 

 

▽送り犬 セタ（CV：黒沢ともよ） 



 

山を守る闇夜の監視者。山に立ち入る者のあとをつけ、時には容赦なく襲い掛かる。警戒心が極めて強

いが、群れの仲間や保護対象と認めた相手には尽くしてしまう。犬の習性を強く残していて鼻が利くが、本

音が尻尾や耳に表れてしまうことも。 

 

※期間や内容は予告なく変更となることがございます。あらかじめご了承ください。 

 

■『東京コンセプション』とは 

『東京コンセプション』は”究極簡単ノーストレスな時間泥棒ゲーム”をコンセプトにした、誰もが気軽に爽快

感あふれるバトルを楽しむことができるシンプル操作の 3D RPG です。豪華クリエイターや人気声優陣が

多数参加し、現代東京を舞台に"人間と妖怪の絆"や"輪廻"を巡る物語をスタイリッシュに描き出してい

ます。 

 

『東京コンセプション』公式サイト 

http://www.tokyo-conception.jp/ 

『東京コンセプション』公式 Twitter 

http://twitter.com/tocon_pr 

 

■アプリ概要 

http://tokyo-conception.jp/
http://twitter.com/tocon_pr


タイトル：東京コンセプション 

ジャンル：キ/ズ/ナを繋げるスタイリッシュ妖怪 RPG 

対応 OS：Android™、iOS 

価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり） 

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1435754055 

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.united.app.tokyoconception 

公式サイト：http://www.tokyo-conception.jp/ 

公式 Twitter：http://twitter.com/tocon_pr 

PV 第一弾：https://www.youtube.com/watch?v=MTFlW8rf2uA 

PV 第二弾：https://www.youtube.com/watch?v=hcyhIoql5BU 

PV 第三弾：https://www.youtube.com/watch?v=lNYYdJKdVK0&t=25s 

 

■ユナイテッド概要 

ユナイテッド株式会社（UNITED, Inc.） 

本店所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-2-5 MFPR 渋谷ビル 9F 

代表者：代表取締役会長 CEO 早川 与規（はやかわ とものり） 

URL：http://united.jp 

 

 

 

 

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞ 

ユナイテッド株式会社 コーポレートカルチャー本部 広報担当 

Email: press@united.jp 
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