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『バハムートクライシス ゼロ』『ドラゴンタクティクスｆ（フォルテ）』が
TSUTAYA オンラインゲームでサービス開始！
オープニングキャンペーンも実施！

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、株式会社 enish（東京都渋谷区、代表取締役社長：安徳 孝平、以下 enish）と協力
し、株式会社 T-MEDIA ホールディングス（東京都目黒区、代表取締役社長兼 CEO：櫻井徹）が 4/28（火）
より開始する新プラットフォーム「TSUTAYA オンラインゲーム」にて、ローンチタイトルとして『バハ
ムートクライシス ゼロ』
『ドラゴンタクティクスｆ（フォルテ）
』のサービスを開始いたしました。

『バハムートクライシス ゼロ』は、壮大なストーリーと世界観、加えて「クライシスバトル」と呼ば
れる戦術性の高いリアルタイムバトルを、ブラウザゲームに初めて搭載しました。ギルドの仲間と共に「ク
ライシスバトル」を勝ち抜くことにより、最強の召喚士・ギルドを目指すリアルタイム瞬撃バトルゲーム
です。
『ドラゴンタクティクスｆ（フォルテ）』は 200 万人が遊んだ大人気 RPG「ドラゴンタクティクス」
のブラウザゲームです。龍の血を引く王女達と、彼女達を取り巻く騎士達の壮大で深みのあるストーリー
が魅力です。超美麗カード、超絶バトルの正統派カードゲームの決定版です。
本日からサービス開始となる「TSUTAYA オンラインゲーム」では、各種キャンペーンも展開してま
いりますので、ぜひご期待下さい。
URL : http://game-tsutaya.tsite.jp/

今だけの大チャンス！オープニングキャンペーン開催！
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【バハムートクライシス ゼロ キャンペーン】
開催期間 2015 年 4 月 28 日（火）サービス開始～2015 年 5 月 31 日（日）23:59
● 特典 1：「クライシスバトル」に参加してプレミアムガチャチケットを 30 枚ゲット！
キャンペーン期間中、クライシスバトルに初めて参加すると、レアリティ R 以上
の戦士が必ず出現する「プレミアムガチャチケット」をなんと 30 枚ゲットでき
ます！！「クライシスバトル」に参加して、強力な戦士をゲットしよう！！
● 特典 2：限定 SR 戦士をゲット！
キャンペーン期間中に 10,000 ゴールド以上を『バハムートクライシス ゼロ』
でご利用頂いたお客様を対象に、SR 戦士「エルメス」、SR 戦士「マーティ」をプレゼント！

SR エルメス

SR マーティ

【ドラゴンタクティクスｆ（フォルテ） キャンペーン】
開催期間 2015 年 4 月 28 日（火）サービス開始～2015 年 5 月 8 日（金）12:59
● 特典１：ＬＲ確定ガチャチケットプレゼント！
キャンペーン期間中、ドラゴンタクティクスｆでは１日１回プレミアムガチャが無料で楽しめます。お
得なこの機会をぜひお見逃しなく！
● 特典２：GW アイテム総取りキャンペーン開催！
キャンペーン期間中、ゲーム内での課金ポイント「GP」の利用に応じて豪華アイテムをプレゼント！
ゴールデンウィーク期間も「ドラゴンタクティクスｆ（フォルテ）」を楽しもう！
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プレミアムガチャチケッ
ト×5 枚







英気の聖水 x5
闘神の護符 x5
奇跡の竜杖[UR]x2
ＳＲ以上確定ガチャチケ
ット x2
UR 以上確定ガチャチケ
ット x1
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英気の聖水 x15
闘神の護符 x15
奇跡の竜杖[UR]x5
UR 以上確定ガチャチケ
ット x3
LR 出現確率 10%ガチャ
チケット x1
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英気の聖水 x15
闘神の護符 x15
奇跡の竜杖[UR]x8
奇跡の竜杖[LR]x2
LR 確定ガチャチケット
x1
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●バハムートクライシス ゼロについて
ジャンル
リアルタイムギルドバトル
ゲーム URL

http://yahoo-mbga.jp/game/12021765/play [Yahoo!Mobage]
http://www.dmm.com/netgame_s/bahakura/[DMM.com]
http://app.nicovideo.jp/app/ap340 [ニコニコアプリ]
http://casual.hangame.co.jp/o_bsi/index.nhn［ハンゲーム］
http://mixi.jp/run_appli.pl?id=40799 [mixi ゲーム]
http://gesoten.com/games/game/8210 [ゲソてん]
http://game-tsutaya.tsite.jp/game/detail/17 [TSUTAYA オンラインゲーム]

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 ※Google 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

パブリッシャー表記

Published by CORE EDGE. Licensed from enish Inc.

●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]

http://game-tsutaya.tsite.jp/game/detail/4 [TSUTAYA オンラインゲーム]
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 ※Google
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.

●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/
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●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/
[ニコニコアプリ]
http://app.nicovideo.jp/app/ap340
[ハンゲーム]
http://casual.hangame.co.jp/o_bsi/index.nhn
[mixi ゲーム]
http://mixi.jp/run_appli.pl?id=40799
[ゲソてん]
http://gesoten.com/games/game/8210
[TSUTAYA オンラインゲーム] http://game-tsutaya.tsite.jp/game/detail/17

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
[TSUTAYA オンラインゲーム] http://game-tsutaya.tsite.jp/game/detail/4

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

『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
Tel:03-5781-3440／Fax:03-5781-3441

営業部

E-Mail: publicity@core-edge.jp
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