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おまえは もう死んでいる！
『ドラゴンタクティクスｆ(フォルテ)』
『北斗の拳 激打 MAX』とのコラボレーション実施！

オンラインゲームの開発・運営を行う株式会社コアエッジ（東京都品川区、代表取締役 CEO：宮本 貴志、
以下コアエッジ）は、現在サービス中の新感覚バトル RPG『ドラゴンタクティクスｆ（フォルテ）』
（版権元：
株式会社 enish）にて、 株式会社マイクロビジョン(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：青沼 実)が開発・
運営を行う、
『北斗の拳 激打 MAX』とのコラボレーションを、2015 年 2 月 27 日（金）より開始いたしま
した。

『北斗の拳 激打 MAX』は、大人気漫画「北斗の拳」（原作：武論尊、作画：原哲夫）を題材にしたタイ
ピングゲームです。「北斗の拳」の原作に沿って楽しめる「死闘伝モード」
、討伐軍を組んでハート様やラオ
ウなどの人気キャラクターと戦える「強敵モード」、さらにユーザ同士の対人戦機能を備えた「決闘伝モード」
の 3 つで大迫力なタイピングバトルを楽しむことができます。
ベストセラータイピングゲーム「北斗の拳 激
打」のパワーアップ版として、2013 年 9 月より、Yahoo!Mobage に登場しました。
●二つのゲームをプレイして豪華アイテムを手に入れよう！！
イベント期間：2015 年 2 月 27 日（金）16：00～3 月 17 日（火）12：59
『北斗の拳 激打 MAX』と『ドラゴンタクティクス f』、それぞれのゲームをプレイすることで、各ゲーム
内で使用できるアイテムやガチャチケットを入手できます。
さらに！双方のミッションを全て達成すると、『ドラゴンタクティクス f』で使用できる、限定スキルカー
ド「おまえは もう死んでいる！」をプレゼント！この機会にしか手に入らない限定スキルカードを手に入れ
よう！
●コラボレーション獲得賞品一覧
『ドラゴンタクティクス f』をプレイして、『北斗の拳 激打 MAX』で豪華アイテムをゲット！
ミッション内容

獲得賞品

①チュートリアルをクリアする

ノーマル石版×5

②進撃にて 1 章をクリアする

戦神之書・一日×1

③コロッセオにて３回バトルする

期間限定石版・青×1

④自分のレベルを 15 にする

期間限定石版・青×2

⑤レイドボスを３０体討伐する

期間限定石版・青×3
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『北斗の拳 激打 MAX』をプレイして、『ドラゴンタクティクス f』で豪華アイテムをゲット！
ミッション内容

獲得賞品

①通常・レア強敵戦個人ランキング
10000 位以内に入る

プレミアムガチャチケットｘ３枚

②真強敵戦個人ランキング 10000 位以内に入る

英気の聖水ｘ３、闘神の護符ｘ３

③通常・レア強敵戦個人ランキング
5000 位以内に入る

HR 以上確定ガチャチケットｘ１

④真強敵戦個人ランキング 5000 位以内に入る

SR 以上確定ガチャチケットｘ１

⑤通常・レア強敵戦個人ランキング
2500 位以内に入る

UR 以上確定ガチャチケットｘ１

『北斗の拳 激打 MAX』
、『ドラゴンタクティクス f』すべてのミッションクリアで限定スキルカードゲット！
ミッション内容

獲得賞品
限定スキルカード
「おまえは もう死んでいる！」

双方のすべてのミッションクリア

・期間中、上記ミッションをクリアすることで報酬アイテムを獲得できます。
・報酬アイテムはイベント終了時、3 月 17 日（火）16：00 からシリアルコードとしてゲーム内で確認でき
るようになります。シリアルコードを双方のゲームで入力することでアイテムを獲得できます。
・キャンペーン開始時にすでにクリアしているミッションもクリア扱いになります。
・すべて（10 のミッション）をクリアすることでイベント終了後 3 月 20 日（金）に、追加で『ドラゴンタ
クティクス f』で使用できる、限定スキルカードを獲得できます。
●期間限定コラボレイドイベント「ケンシロウの演習場」登場！
イベント期間：2015 年 2 月 27 日（金）16：00～3 月 17 日（火）12：59
「ケンシロウの演習場」には限定レイドボス「ジャギ」
、
「ラオウ」などの「北斗の拳」を代表する人気キャ
ラクターが出現！このレイドボスを撃破することで、「名言スキルカード」をゲットできることがあります。
さらに！レイドボスの討伐数に応じてガチャチケット等、豪華アイテムをプレゼント！

撃破数
5体

獲得商品

撃破数

獲得商品

龍神水[SR] x10

100 体

UR 以上確定ガチャチケット x1

10 体

ミニ英気の聖水 x3

150 体

奇跡の竜杖[SR] x10

15 体

ミニ闘神の護符 x3

200 体

プレミアムガチャチケット x2

20 体

10000 盟友 pt

250 体

奇跡の竜杖[UR] x1

25 体

プレミアムガチャチケット x2

300 体

LR 出現確率 5%ガチャチケット x1

30 体

龍神水[UR] x10

400 体

プレミアムガチャチケット x2

35 体

英気の聖水 x3

500 体

奇跡の竜杖[UR] x1

40 体

闘神の護符 x3

600 体

LR 出現確 10%ガチャチケット x1

45 体

レアメダル 2000 枚

800 体

UR 以上確定ガチャチケット x1

50 体

SR 以上確定ガチャチケット x1

1000 体

奇跡の竜杖[LR] x1

Copyright © 2015 CORE EDGE All Rights Reserved.

2015/02/27
株式会社コアエッジ
東京都品川区東大井 5-26-22 エクシズビル 8F

プレスリリース
●ドラゴンタクティクス f（フォルテ）について
ジャンル
RPG
ゲーム URL

http://mixi.jp/run_appli.pl?id=40514 [mixi ゲーム]
http://app.nicovideo.jp/app/ap254 [ニコニコアプリ]
http://gesoten.com/games/game/8147 [ゲソてん]
http://dratac.core-edge.jp/gamania/dratac/index.php [ガマニア]
http://yahoo-mbga.jp/game/12012666/play [Yahoo! Mobage]

対応ブラウザ

Internet Explorer 8 以上(推奨)、Mozilla Firefox 最新(推奨)、Google Chrome 最新、Safari 最新
Chrome/Safari 一部画面正しく表示されない可能性があります。

利用料金

月額無料、一部アイテム課金

コピーライト表記

(C)Coreedge Inc. All Rights Reserved.
(C)enish Inc.

※Google

●株式会社コアエッジについて
コアエッジは、10 年以上にも及ぶオンラインカードゲームの運営ノウハウを活かし、業界最先端のオンラインゲーム運営・開発に加え、カードイ
ラストの受託やゲーム事業のコンサルティングなど、多岐にわたる業務を行っております。国内外へ魅力的なコンテンツを提供し、最高の“企画”
をもって最高の笑顔を創ってまいります。
株式会社コアエッジ ホームページ

http://www.core-edge.jp/

●コアエッジコンテンツ
PC ゲーム

バハムートクライシス ゼロ
[Yahoo! Mobage] http://yahoo-mbga.jp/game/12021765/play
[DMM.com]
http://www.dmm.com/netgame_s/bahakura/

人狼オンライン
[Yahoo!ゲーム] http://jinrou-online.com

聖闘士星矢ビッグバンコスモ
[Yahoo! Mobage] http://yahoo-mbga.jp/game/12018468/detail

ドラゴンタクティクスｆ（フォルテ）
[mixi ゲーム] http://mixi.jp/run_appli.pl?id=40514
[ニコニコアプリ] http://app.nicovideo.jp/app/ap254
[ゲソてん] http://gesoten.com/games/game/8147
[ガマニア] http://dratac.core-edge.jp/gamania/dratac/index.php
[Yahoo! Mobage] http://yahoo-mbga.jp/game/12012666/play

モンスタートレジャー
[mixi ゲーム] http://mixi.jp/run_appli.pl?id=40576
[ゲソてん] http://gesoten.com/games/game/8169
[Yahoo! Mobage] http://yahoo-mbga.jp/game/12015466/play

闘神！アルテイル★コロシアム
[ゲソてん] http://gesoten.com/games/game/8161
[ガマニア] http://www.alteil.jp/gamania/al_colo/index.php
[Yahoo! Mobage] http://yahoo-mbga.jp/game/12013251/detail

アルテイルネット
http://www.alteil.jp/index_html.php
携帯ゲーム

Alteil BRAVE（アルテイルブレイブ）
[iOS 版] http://alteil-brave.core-edge.jp/

『攻城戦記◆バハムートグリード』
[Mobage スマートフォン版] http://g12013655.sp.pf.mbga.jp
[Mobage フィーチャーフォン版] http://pf.mbga.jp/12013655

モバ釣り
[Mobage スマートフォン版] http://g12015652.sp.pf.mbga.jp
[Mobage フィーチャーフォン版] http://pf.mbga.jp/12015652

モバ釣り DX 爆釣アイランド
[Mobage スマートフォン版] http://g12018247.sp.pf.mbga.jp
[Mobage フィーチャーフォン版] http://pf.mbga.jp/12018247
本件に関する報道関係のお問合せ先：株式会社コアエッジ

営業部

Tel:03-5781-3440／Fax:03-5781-3441 E-Mail: publicity@core-edge.jp
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