プレスリリース

2015/10/06
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

リアルタイムギルドバトル『バハムートクライシス ゼロ』が
『スクエニ レジェンドワールド』とコラボ開催！
～有名キャラが多数登場！～

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）は本日 10 月 06 日（火）より、現在サービス中の『バハムートクライシス ゼロ』
（版権元：株式
会社 enish）にて、株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：松田 洋祐、以下
スクウェア・エニックス）が Yahoo!モバゲー/Hangame/スクエニメンバーズ/ゲソてんでサービス中の『スク
エニ レジェンドワールド』（以下「レジェンドワールド」
）とのコラボレーションイベントを実施します。

コラボレーションで「レジェンド」なアイテムゲット！
『バハムートクライシス ゼロ』と『スクエニ レジェンドワールド』は、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チケット、戦士、召喚獣を入手できるコラボレーションイベントを開催いたしま
す。このイベントは、
「サボテンダー」や「ジャボテンダー」をはじめ、スクウェア・エニックスが誇る人気キャラク
ターが多数登場しますので、初心者から既にプレイしているお客様まで、幅広くお楽しみ頂ける内容となっておりま
す。
この機会にぜひ『バハムートクライシス ゼロ』をお楽しみください。
【コラボレーションイベント期間】
▼バハムートクライシス ゼロ
2015 年 10 月 6 日（火）16：00～10 月 20 日（火）12：59 まで
▼スクエニ レジェンドワールド
2015 年 10 月 6 日（火）16:00～10 月 22 日（木）9：59 まで
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コラボレーションイベント内容
それぞれのゲームで条件を満たすとイベント期間終了後に、特別なアイテムなどが入手できます。
「バハムートクライシス ゼロ」のお客様が「レジェンドワールド」を遊んで得られる特典

「レジェンドワールド」を遊んで条件を満たすと「バハムートクライシス
手に入ります。また、
「バハムートクライシス

ゼロ」で使えるカードやチケットなどが

ゼロ」のコラボクエスト達成でコラボ限定戦士やガチャチケットが入

手可能です。

「レジェンドワールド」のお客様が「バハムートクライシス ゼロ」を遊んで得られる特典

「バハムートクライシス

ゼロ」を遊んで条件を満たすと「レジェンドワールド」で使えるオーブや回復・強化素材

などが手に入ります。また、
「レジェンドワールド」のミッション達成でもオーブが手に入ります。

※イベント特典は、各ゲーム内にてシリアルコードを入力することでもらえます。シリアルコードは各ゲーム内にて
条件を達成したタイミングで配布されます。シリアルコードの使用期限は 11 月 30 日（月）23：59 までとなりま
す。
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コラボレーションイベントの報酬条件ともらえるアイテム

▼「バハムートクライシス ゼロ」のお客様が「レジェンドワールド」をプレイした場合
「バハムートクライシス ゼロ」で入手できるもの

「レジェンドワールド」での達成条件

「ヒュージクリスタル」ｘ１

チュートリアルを突破する

「エクスポーション」ｘ５

コラボミッション：コラボエネミーを 5 体討伐する

「SR 以上確定ガチャチケット(虹)」ｘ１

コラボミッション：コラボエネミーを 10 体討伐する

「覚醒の宝玉（UR）
」ｘ１

コラボミッション：コラボエネミーを 25 体討伐する

コラボ限定戦士「紅血姫:ジュリエット（UR）
」ｘ１

コラボミッション：コラボエネミーを 75 体討伐する

▼「レジェンドワールド」のお客様が「ババハムートクライシス ゼロ」をプレイした場合
「レジェンドワールド」で入手できるもの

「バハムートクライシス ゼロ」での達成条件

召喚レアメダルｘ１

キャンペーン期間中に初めてチュートリアル突破

エナジーポーションｘ５

コラボレイドボス５体発見&討伐

黄金チケットｘ３

傭兵戦に 3 回参戦

キャンペーン SR メダル× 1

プレイヤーレベル５０達成

「強化錬晶(大)」 x 1
コラボ UR ジョブオーブ「セレン」 × 1
「強化錬晶(大)」 x 3

ストーリークエスト２章までクリア

コラボレーションイベントのご注意


バハムートクライシス ゼロとレジェンドワールドでコラボキャンペーンの開催期間が異なるためご注意く
ださい。



相互のタイトルを遊んで得られる特典は、両タイトルが提供されている Yahoo!モバゲー/Hangame/ゲソてんと
なります。スクエニ メンバーズ及び DMM Games ではコラボレーションイベントは実施されません。



バハムートクライシス ゼロには戦友・ギルドメンバーからもレイド討伐応援がありますが、今回のキャン
ペーンで対象となるのは「自分が遭遇したレイドボスの撃破」に限ります。



バハムートクライシス ゼロの傭兵戦は参加するだけではなく、バトル内で何らかのスキルを 1 回以上使用
する必要があります。



詳しくは、各ゲームページで詳細をご確認ください。

Copyright © 2015 CORE EDGE All Rights Reserved.

2015/10/06
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

●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.

●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/
[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）
[ハンゲーム] http://casual.hangame.co.jp/o_dwi/index.nhn
[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
[AGE ゲームズ] 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

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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