プレスリリース

2016/03/15
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

『バハムートクライシス ゼロ』と『爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ』が
「爆裂★クライシス学園」としてコラボ展開！！
コラボ舞台の「学園」を卒業して多数のアイテムをゲット！
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は、2016 年 3 月 15 日（火）より、現在サービス中の『バ
ハムートクライシス ゼロ』と『爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ』にて、卒業シーズンにちなみ「学園」をテーマにし
たコラボイベント「爆裂★クライシス学園」を開催します。それぞれのゲームをプレイすることで最大 90 覚醒可能な
強力なコラボキャラが手に入ります。

コラボで特別な戦士＆ソルジャーを手に入れろ！

今回のコラボイベントでは、期間中、学校の教科を模した様々なイベントやログインボーナスで、コラボキャラを
獲得、さらに覚醒させることでより強力なキャラになります。

バハムートクライシス ゼロ コラボ戦士
GR 戦士「トーラ」

爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ コラボソルジャー
GOD ソルジャー「コーデリア」

この機会にぜひ『バハムートクライシス ゼロ』及び『爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ』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
2016 年 3 月 15 日（火）16：00～3 月 31 日（木）12：59 まで
▼爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ
2016 年 3 月 15 日（火）16：30～3 月 31 日（木）13：29 まで
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コラボイベント内容詳細
コラボイベント「爆裂★クライシス学園」期間中、それぞれのゲームで条件を満たすと、
「通信簿」にスタンプが
押され、コラボ先で使えるキャラクターのシリアルコードが表示されます。また、通信簿に全てのスタンプが押され
ることで、卒業試験クエストが出現します。
●「爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ」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
授業

報酬

【家庭科】クエストイベント

GOD ソルジャー「コーデリア」×5

「ショージィカレー★クライシス」でカレーポイントを 111 以上にしよう！
【部活】傭兵戦イベント「青春の青空キャンペーン」で

GOD ソルジャー「コーデリア」×5

累計消費 CP を 500 以上にしよう！
【卒業試験】クエストイベント「爆裂★卒業試験」で

GOD ソルジャー「コーデリア」×15

ショージィ先生を 100 体討伐しよう！

●「バハムートクライシス ゼロ」のお客様が「爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ」を遊んで得られる特典
授業

報酬

【社会】塔イベント「爆裂★社会科見学」で、

GR 戦士「トーラ」×5

バハムー塔の最上階をクリアしよう！
【体育】ランダムバトルイベント「爆裂★ドッジボール」で

GR 戦士「トーラ」×5

AP を 500 使おう！
【卒業試験】卒業バトル試験で

GR 戦士「トーラ」×15

ショージィ先生を 100 体討伐しよう！

※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『爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ』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。詳しくは、各ゲームページで詳細をご確認ください。
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『バハムートクライシス ゼロ』イベント内容

●コラボクエストイベント「家庭科の授業」

●傭兵戦参加イベント「部活」

家庭科の授業でカレー作り！限定クエストでカレーの食

部活に参加して、GR 戦士「トーラ」を手に入れよう！勝

材を集めて、GR 戦士「トーラ」や「ショージィカレー」 利回数に応じて、コラボ限定 XR 戦士「[漆黒]ノゼ」や「覚
を手に入れよう！限定クエストに出現するコラボレイド

醒の宝玉（UR）」など豪華報酬が手に入る！！

を倒すと、召喚獣がドロップすることも！LR 召喚獣もド
ロップするので、カレーの食材を集めながら、コラボレ
イドを討伐して召喚獣もゲットしちゃおう！

『爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ』イベント内容

●邪神討伐イベント「爆裂★社会科見学！」

●ランダムバトルイベント「爆裂★ドッジボール」

絆ノ塔イベントステージ「バハムー塔」が出現！「バハ

ランダムバトルに参加して AP を消費しよう！

ムー塔」では、バハムートクライシス ゼロに登場する召

消費した AP に応じて GOD ソルジャー「コーデリア」

喚獣たちが待ち受ける！最上階までクリアして GOD ソ

など豪華報酬をゲットできるぞ！

ルジャー「コーデリア」など豪華報酬をゲットしよう！

特別スキル「ドッジスマッシュ」を駆使して、相手を倒
しドッジボール風バトルを楽しもう！
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『卒業試験イベント』をクリアで達成報酬ゲット！
「爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ」と「バハムートクライシス ゼロ」の共通課
題を全てこなし、通信簿にスタンプが押されることで、それぞれのタイトルで卒
業試験イベントが出現します。
卒業試験イベントでは、レイド（ショージィ先生）の討伐数に応じて達成報酬が
手に入ります。
また、レイドの討伐回数を競う「爆裂★協闘!! キズナ X ブレイブ」と「バハムー
トクライシス ゼロ」のプレイヤーの共同ランキングもあります。
共同ランキング上位になることで、GR 戦士「トーラ」
、GOD ソルジャー「コ
ーデリア」が手に入ります。

Copyright © 2016 CORE EDGE All Rights Reserved.

2016/03/15
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

●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
[TSUTAYA オンラインゲーム] http://game-tsutaya.tsite.jp/game/detail/89

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

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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