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 TOKYOデジタルニュース株式会社
 2009年6月11日（木） 
 「GEISHA'S　DICE｣for iPhone/iPodTouch リリース 

 　TOKYOデジタルニュース株式会社（本社：東京都新宿区　代表取締役社長：芝強）は
 、株式会社ナノ・メディア（本社：東京都港区　代表取締役社長：藤野千明）と提携
 しiPhone(TM)/iPod(R) touch向けアプリ「GEISHA'S　DICE」の発売を開始しました。 

 ■「GEISHA'S　DICE」とは
 「GEISHA'S　DICE」はユーザーが芸者を相手に日本の伝統的な娯楽である丁半賭博を
 楽しむゲームアプリです。丁半賭博はサイコロ2つと壺といわれる竹編み製のカップで
 サイコロをふり、その合計が奇数か偶数（丁半）かを当てる勝負です。

 ■「GEISHA'S　DICE」特徴
 ・迫力の垂直サイズ撮り下ろしムービー満載
 ゲーム進行の随所で、美しい芸者・賭場の映像が流れます。
 ムービーはiPhone/iPodTouchの美しさを最大限生かした垂直サイズ撮り下ろしムービ
 ーです。
 ・マルチストーリー
 獲得した小判の枚数に応じてエンディングが変化します。
 突然現れる忍者、仲居、武士、町人なども登場しゲームを盛り上げます。
 ・ワールドランキング機能搭載
 ハイスコアをサーバに送信することで、ランキング競争に参加できます。

 ■「GEISHA'S　DICE」仕様
 商品・サービス名： GEISHA'S　DICE（ゲイシャズ　ダイス）
 購入場所： App Store
 iTuneStore→App Store→Game→Casino もしくは
iTuneStore→App Store→Game→Dice
 URL：　http://tokyodigitalnews.tv/geisha/
 トレーラームービー： http://www.youtube.com/watch?v=Jx_1sJkf01o
 デモムービー： http://www.youtube.com/watch?v=U-NJV3rp43A
 価格： 230円/1.99ドル
 製作・開発：　TOKYO Digital News Inc./ NANO Media Inc.

 ■お問い合わせ先
 〒160-0022　東京都新宿区新宿5-12-4
 TOKYOデジタルニュース株式会社
 TEL　 ： 03-5366-3468
 FAX　 ： 03-5366-0776
 担当　： 蔵田
 E-MAIL： k-kurata@tokyodigitalnews.tv

 ※「iPhone」および「iPod touch」は、Apple Inc.の登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
press release

TOKYO digital news Inc. 

Thursday, June 11, 2009 "GEISHA'S DICE" for iPhone/iPodTouch release
TOKYO digital news Inc. (The headquarters: Tokyo Shinjuku Ward, President and
 Representative Director: Tsuyoshi Shiba) is iPhone(TM)/iPod(R) in cooperatio
n with NANO Media Inc. (headquarters: Tokyo Minato Ward ,President and Repres
entative Director :Chiaki Fujino) The sale of application program "GEISHA'S D
ICE" for touch began. 

- What is "GEISHA'S DICE"?
In the game application "GEISHA'S DICE," players are invited to sit down with
 a beautiful geisha and enjoy Japanese 
gambling through the traditional "CHO-HAN (Odd-Even)" dice game. 

- "GEISHA'S DICE" Features
Fully-loaded live action mini-movies in the iPhone/iPodTouch's vertical posit
ion. 

Immersion into a Japanese gambling den and images of the beautiful geisha inc
rease as the game unfolds. 

The movie utilizes the iPhone/iPod Touch's crisp beauty to it's maximum poten
tial.

This is a multi-story game.

Variable endings depending on the amount of the player's gold. 



Ninjas, waitresses, samurai and merchants all make their way into the game-wo
rld. 

Comes equipped with a world-ranking function. 

If you wish, you can submit your high score to the server and participate in 
the ranking competition. 

- "GEISHA'S DICE" Specification
Commodity and service name: GEISHA 'S DICE ([geishazudaisu])
Purchase place: App Store
ITuneStore→App Store→Game→Casino or iTuneStore→App Store→Game→Dice
 URL:　http://tokyodigitalnews.tv/geisha/
Trailer movie: http://www.youtube.com/watch?v=Jx_1sJkf01o
Demo movie: http://www.youtube.com/watch?v=U-NJV3rp43A
Price: ¥230 /$1.99
 Production and development:　TOKYO Digital News Inc./ NANO Media Inc.

- Inquiries
 〒160-0022 Tokyo Shinjuku Ward Shinjuku 5-12-4 TOKYO digital news Inc.
TEL: 03-5366-3468
FAX: 03-5366-0776
E-MAIL: k-kurata@tokyodigitalnews.tv

* "iPhone" and "iPod touch" are registered trademarks of the Apple Inc.
 


