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テクモ株式会社との協業契約締結に関するお知らせ 

 

  当社は、テクモ株式会社（東証第一部 9650）と SeedC 株式会社が共同で展開するオンライン

ゲームプラットフォーム「LieVo」(リーボ)へパートナー参加することでテクモ株式会社と協業

契約を締結いたしました。 

当社は平成 18 年 8 月 10 日よりオンラインゲーム『ダンジョンズ＆ドラゴンズ・オンライン™

ストームリーチ™ 』の正式サービスを開始し、平成 19 年春から『ロード・オブ・ザ・リングス・

オンライン アングマールの影』のサービス開始を予定しています。このたびの協業契約締結は、

「LieVo」(リーボ)への参加を通じて販売促進等を展開することにより、当社のオンラインゲー

ム事業の拡大を目指すものです。そこで、本日、協業契約の概要などについて、別紙のとおりリ

リースしましたので、お知らせいたします。 

なお、本件が業績に与える影響につきましては、契約実施の細目が確定し業績に与える影響が

確定した時点で、速やかにお知らせいたします。 
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さくらインターネット株式会社 

オンラインゲーム事業における「LieVo」との協業契約を締結 
 

 

さくらインターネット株式会社（大阪市中央区、代表取締役社長：笹田亮 Tel：

03-5339-9651、以下さくらインターネット）は、テクモ株式会社（東京都千代田区、代表

取締役社長：安田善巳、以下テクモ）と、SeedC 株式会社（大阪府大阪市、代表取締役社長：

崔正浩、以下 SeedC）が共同で展開するオンラインゲームプラットフォーム「LieVo」のパ

ートナーとして、協業契約をテクモと締結しました。 

 

今回の協業契約により、さくらインターネットは自社が国内で販売・運営するオンライ

ンゲームタイトル「DUNGEONS & DRAGONS ONLINE “Stormreach”」、並びに、2007 年春ごろ

にサービス開始を予定している「ロード・オブ・ザ・リングス・オンライン アングマール

の影」を LieVo 会員が LieVo アカウントでログインできるコンテンツとして配信します。

これにより、LieVo のコンテンツ充実に寄与すると共に、今まで以上に幅広い顧客層への両

タイトルの販売促進を図ります。 

また、従来ご提供してきた通り、LieVo を介さない各コンテンツ直接のアカウント作成及

び決済方法については、引き続きご提供いたしてまいります。 

 

■ 「DUNGEONS & DRAGONS ONLINE “Stormreach”」とは 

（公式サイト http://www.ddo-japan.com/） 

米国のターバイン社の開発した MMORPG タイトルで、日本ではさくらインターネットが 2006

年 8 月に提供を開始しました。原作であるテーブルトーク RPG「ダンジョンズ＆ドラゴンズ」は

30 年以上もの間、世界中で親しまれていたタイトルであり、今回のオンラインゲーム化にあた

ってはその世界観を忠実に再現することによって、多くのファンから支持を受けています。リリ

ース後も追加パッケージとして 2006 年 9 月、12 月にそれぞれ「トワイライト・フォージ」「ザ・

デーモン・サンド」がリリースされています。 

 

■ 「ロード・オブ・ザ・リングス・オンライン アングマールの影」とは 

（公式サイト http://www.lotro-japan.com/） 

米国のターバイン社の開発した MMORPG タイトルで、日本における販売・運営権をさくらイン

ターネットが 2006 年に取得しています。原作は J.R.R.Tolkien の「指輪物語」で、世界中で 200

万部以上の売上を記録しています。日本でのリリース時期は 2007 年春ごろを予定しています。 



■ LieVoとは 

（公式サイト http://www.lievo.jp）  
『LieVo』は、日本発の国境を越えたグローバル展開を行うプラットフォームであるとともに、

多くのクリエイターとパートナーに活用していただけるオープンプラットフォームで、日本では

１０月１０日にサービスをスタートしました。 

ユーザーにはオンラインゲームを中心とした新しいライフスタイルを、クリエイター＆パート

ナーへは新しいビジネスフィールドを提案してまいります。２００７年末までに全世界 12 カ国

で登録会員数 700 万人、2008 年末までに 1,000 万人の獲得を目指します。 

【LieVo の特色】 

・日本発の国境を越えたグローバル＆オープンのオンラインゲームプラットフォーム 

・厳選されたタイトルラインナップの取り揃え 

・キャラクターＲＳＳ などＷｅｂ２．０をベースにしたエンタメ情報検索サービスと 

ユーザーアクティブコミィニティ 

サービスをゲームユーザーに無償提供 

・洗練されたオンラインゲーム運営により価値の高いエンターテインメントをゲームユーザー

に提供 

・クリエイターとパートナーに対するオープンプラットフォームとしてＷｅｂ２．０サービス

やオンラインゲームの開発・運営・グローバル展開やゲーム機への展開など様々なソリュー

ションを提供 

 
□ さくらインターネットについて 
（http://sakura.ad.jp/） 
代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 笹田亮／本社：大阪市中央区南本町 1-8-14 
設立日：1999年 8月／資本金：3億 9,145万円（2006年 9月末現在）   

 さくらインターネットは、データセンター事業を行っており、データセンターとしては国内第

1位の規模を持つバックボーンと高いコストパフォーマンスを背景に、コンテンツサイトやコミ
ュニティサイトなど近年躍進を遂げているインターネットプロフェッショナル企業から支持を

受け、約 10％のインターネットアクセスシェアを記録しています。ハウジング事業のみでなく、
運用保守や個人向けレンタルサーバ等に事業領域を広げております。 
 
 
□ コピーライト表記について 
DUNGEONS & DRAGONS ONLINE(tm): Stormreach(tm) interactive video game (c) 2007 Hasbro, Inc. (c) 2007 

Atari, Inc. (c) 2007 Turbine, Inc. and patents pending. All rights reserved. Dungeons & Dragons 

Online: Stormreach, Dungeons & Dragons Online, Eberron, Stormreach, Dungeons & Dragons, D&D 及

び Wizards of the Coast の関連するロゴは、Wizards of the Coast Inc. の米国及びその他の国におけ

る登録商標または商標で、使用許可を受けたものです。Hasbro 及びそのロゴは Hasbro, Inc. の米国及び

その他の国における登録商標または商標で、使用許可を受けたものです。Atari 及び Atari ロゴは 

AtariInteractive, Inc. の商標です。Turbine 及び Turbine ロゴは米国及びその他の国における登録商

標または商標です。SAKURA Internet 及び SAKURA Internet ロゴはさくらインターネット株式会社の商標

です。その他記載されている会社名、製品名、ロゴ等は各社の商標または登録商標です。 

 
 
 
 
 
 



THE LORD OF THE RINGS ONLINE(tm): SHADOWS OF ANGMAR(tm) interactive video game (c) 1995-2007 Turbine, 

Inc. and patents pending. All rights reserved. Middle-Earth Poster Map * 2007 The Saul Zaentz Company, 

d/b/a Tolkien Enterprises (SZC), under license to Turbine, Inc.  All rights reserved.  "The Lord 

of the Rings Online", "Shadows of Angmar", The Watcher logo, "The Lord of the Rings" and the names 

of the characters, events, items and places therein are trademarks or registered trademarks of SZC 

under license to Turbine, Inc. Turbine and the Turbine logo are trademarks or registered trademarks 

of Turbine, Inc. in the U.S. and/or other jurisdictions. All other trademarks are the property of 

their respective owners.   

 
 

 

■この報道資料の問い合わせ先 

さくらインターネット株式会社 企画部 広報チーム 

TEL：０３－５３３９－９６５３ FAX：０３－５３３９－９６５４ 

E-mail：press-ml@sakura.ad.jp  URL：http://www.sakura.ad.jp/  

 
 




