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バトって のぼって 塔攻略！！
『爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ』本日 11 月 25 日（水）より
ニコニコアプリにてサービス開始！
～キャンペーンも盛りだくさん！～
http://app.nicovideo.jp/app/ap420
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、新作タイトル『爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ』を株式会社ドワンゴ（東京都中央区、代表取
締役社長：荒木 隆司）が運営する niconico 内のオンラインゲームポータルサイト「ニコニコアプリ」にて本日
11 月 25 日（水）よりサービスを開始します。また、ゲーム開始から優位にプレイできるニコニコアプリ限定ソ
ルジャーのプレゼントをはじめ、多数のキャンペーンも実施致します。

□■『爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ』とは■□
『爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ』は、
「絆ノ塔」と呼ばれる巨大な塔に、仲間と共に挑むリアルタイムバトルゲー
ムです。2015 年 10 月にサービス開始し、大好評稼働中の本作が早くも人気ゲームポータルサイト「ニコニコアプ
リ」に登場いたしました。
舞台となる王国「フォルビア」の危機を救う為、目指すは塔の最上階！
各階層に潜む手強いボス達を倒すべく、仲間とのコンビネーションで勝利を掴みとれ！！
みんなでワイワイ RPG を楽しむ「塔攻略」
、そして、手に汗握る本格派 GVG を楽しめる「コロシアム」と、仲間
と様々な冒険を楽しもう！
その他、冒険で手に入れた素材から錬成する、自分だけの強化アイテム「バッジ」システム、簡単なのに奥深い戦
闘システムや、成長システムなどなど、やり込み要素も満載！
塔の最上階には果たして何が待ち受けて居るのか…！？
リアルタイムバトルの完成形『爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ』に是非ご期待下さい！

ニコニコアプリ

ゲームページ：http://app.nicovideo.jp/app/ap420
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□■リリースキャンペーン開催！■□
本日の「ニコニコアプリ」でのサービス開始を記念し、11 月 25 日（水）15:00～12 月 22 日（火）12:59
までの間、新規登録キャンペーンを実施します。ゲームにログインするだけで「R 以上確定ガチャチケット×２０枚」
や限定 SR 特典「ナナセ」が手に入ります。さらにニコニコアプリ限定ソルジャーとして、
「ジェイニー（UR）
」もプ
レゼント！ぜひこの機会をお見逃しなく！

R 以上確定ガチャチケット
×２０枚

限定 SR 特典「ナナセ」

ニコニコアプリ 限定ソルジャー
ジェイニー（UR）

□■さらに今後ニコニコアプリならではの企画も実施！■□
『爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ』では、ニコニコ生放送と連動した企画など多数の施策を盛り込んでまいりま
す。ぜひご期待下さい！

□■爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ 特徴 ■□

▲「絆ノ塔」に巣食う「邪神」に挑め！
仲間と共に、大型ボスやライバルと対戦！

▲バトルの鍵は「キズナ」！
仲間と力を合わせて「キズナブレイブ」を発動しよう！

▲素材を集めて作る「バッジ」システムや「ステータスボ

▲最大１０人 vs１０人のギルドバトルが熱い
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ード」など、育成要素が盛りだくさん！

▲豪華声優による撮り下ろしボイス！堀江由衣さん、矢作紗友里さん等、総勢 11 名がゲームを盛り上げる！
『爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ』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:// kizuna.core-edge.jp/

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
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●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
爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ
[Yahoo! Mobage]
http://yahoo-mbga.jp/game/12023405/play
[ハンゲーム]
http://casual.hangame.co.jp/o_ppk/index.nhn
[mixi ゲーム]
http://mixi.jp/run_appli.pl?id=41083
[ゲソてん]
http://gesoten.com/games/game/8249
[ニコニコアプリ]
http://app.nicovideo.jp/app/ap420

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
[mixi ゲーム]
http://mixi.jp/run_appli.pl?id=40999

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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