
『ブレイブ フロンティア2』2月22日リリース決定！
“史上最強のブレイブ!!”『獣電戦隊キョウリュウジャー』

とのリリース記念コラボ動画も公開！

2018年2月12日 株式会社エイリム
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株式会社エイリム（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高橋英士）は、提供中のス
マートフォン向け本格ロールプレイングゲーム（RPG）『ブレイブ フロンティア（以下、ブ
レフロ）』の最新作『ブレイブ フロンティア2（以下、ブレフロ2）』のリリース日が2018
年2月22日（木）に決定したことをお知らせいたします。

全世界合計3,300万DLを突破したブレフロ。ブレフロ2は、重厚なストーリーそして醍醐味
である世界最高峰のドットアニメーションが大幅に進化した、正統続編にあたる作品になり
ます。
ブレフロ2公式サイト（https://www.bravefrontier.jp/bf2/）

また、ブレフロ2のリリースを記念して、2013年に放映したスーパー戦隊シリーズ『獣電戦
隊キョウリュウジャー』とのコラボレーション動画を2本公開！
”ブレイブ”を背負うもの同士、同じ4年の時を経てそれぞれの”再集結”を果たした、かつて類
を見ないコラボレーション企画になります。
特設サイト（https://www.bravefrontier.jp/bf2/kyouryuger）

さらに、現在配信中の『ブレイブ フロンティア』では、「Most playable pixel art 
characters in a mobile game（最も多い操作可能なピクセルアートキャラクターを持つモ
バイルゲーム）」として、ギネス世界記録認定を受けましたことをお知らせいたします。

エイリムの企業理念である「ゲームは愛だ！」を掲げて、今後は『ブレイブ フロンティア
シリーズ』としてグローバルな展開を目指していきます。

さらに『ブレイブ フロンティア』が
ドット絵キャラクター数でギネス世界記録®に認定！

https://www.bravefrontier.jp/bf2/
https://www.bravefrontier.jp/bf2/kyouryuger
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本格RPG『ブレイブ フロンティア2』
2月22日にリリース決定！

▼ゲーム紹介
全世界合計3,300万DLを突破した『ブレイブ フロンティア（略称ブレフロ）』の最新
作！

スマートフォン向け本格RPGの原点とも言えるブレフロ。
勇敢な召喚師によるストーリー完結後、満を持して待望の最新作が登場！
重厚なストーリー、そしてブレフロの醍醐味である世界最高峰のドットグラフィックス
が大幅に進化して新たな伝説の1ページが、今始まる！

『ブレイブ フロンティア2』公式サイト
https://www.bravefrontier.jp/bf2/

『ブレイブ フロンティア2』PV
https://youtu.be/HjiAfB_zQNg

▼ストーリー
舞台は前作「ブレイブ フロンティア」から20年後の世界。
世界は闇に染まり、新たな主人公は運命に翻弄されつつも冒険へ旅立つ。
すべては、失われた故郷を取り戻すために…

▼配信先プラットフォーム
スマートフォン（App Store/Google Play Store）に加え、2018年初夏にはオンライ
ゲームプラットフォーム「DMM GAMES」にてPC版を配信予定！
スマートフォン版とPC版のデータを連携できますので、外出先では手軽にスマートフォ
ンで、自宅ではPCに向かってと、その場に適したデバイスでブレフロ2を楽しむことが
できます。詳細は、追ってお知らせいたしますので、そちらもご期待ください！

https://www.bravefrontier.jp/bf2/
https://youtu.be/HjiAfB_zQNg
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▼ゲームシステム
・2人の主人公視点で織り成すクロスストーリー！
・ユニット直接購入形式。欲しいユニットを自由に選べる新時代到来！
・絆がバトルを熱くする。最大6キャラクターによる新必殺技「Xross Brave Burst
（クロスブレイブバースト：XBB）」の搭載！
・PvPバトル・最高難度バトルなど、シリーズ人気コンテンツがさらにグレード

アップして登場！
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『ブレイブ フロンティア2』
10日間のリリースカウントダウン企画を実施！

ブレフロ2公式サイト（https://www.bravefrontier.jp/bf2/）にて、2月22日のリリース
までの10日間をカウントダウン！
カウントダウンの間は、ゲームの情報に加え、様々なプロモーション企画を実施！
その中から一部をピックアップして、先行発表いたします！

▼皆の絆を集結せよ！カウントダウン RTキャンペーン！

カウントダウン中に発信するツイートのリツイート合計数に応じて、「ブレフロ2」
リリース後に「ダイヤ」と「絆ポイント」をプレゼント！

＜ブレフロ2公式Twitter＞
https://twitter.com/brave_pr

＜開催期間＞
2018年2月13日（火）12:00～2月22日（木）12:00
※開催期間は変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。

https://www.bravefrontier.jp/bf2/
https://twitter.com/brave_pr
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▼ブレフロ2が丸わかり？「ゲームの説明書」を無料公開&配布！

ブレフロ2の情報がぎゅっと詰まった、懐かしさを感じる「ゲームの説明書」。基本的
なプレイ方法や、ちょっとした小ネタ、そしてよく見ると役に立つ情報も…？

全ページ、ブレフロ2公式サイト上で無料公開！さらに、全国92店舗の書店にて紙版を
無料配布！紙版には、ブレフロ2で使えるアイテム（絆1000pt）付き！

＜配布期間＞
2018年2月14日（水）より順次配布開始
※紙版の設置店舗は、当日ブレフロ2公式サイト（https://www.bravefrontier.jp/bf2/）にて、

お知らせいたします。
※紙版は無くなり次第終了、また開催期間は変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。

https://www.bravefrontier.jp/bf2/
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▼ブレフロ1とブレフロ2を繋ぐストーリーの漫画版をWEBで公開！

2017年夏に開催したブレフロの4周年ファン感謝祭「ブレフェス2017」。
その中でモーションコミックとしてお届けしたブレフロ1とブレフロ2を繋ぐストーリー
を漫画版としてWEBで公開！
ストーリーはブレフロ1の世界から10年後、そして20年後の世界が舞台の計2本。
それぞれ、カウントダウン中にブレフロ2公式サイト
（https://www.bravefrontier.jp/bf2/）上で無料公開いたします。

第一話「二つの邂逅」 第二話「新たなる脅威」

＜モーションコミック（動画）版＞
第一話「二つの邂逅」 https://youtu.be/wBINQKqs2UM
第二話「新たなる脅威」https://youtu.be/jovCyE601vY
監督、原作：高橋英士 漫画：天野洋一

▼ブレフロ2のサウンドを期間限定販売！

カウントダウン中に『ブレフロシリーズ』『ブレフロ2』のテーマ曲をiTunes 
Store/Google Play Music/Amazon Musicにて期間限定販売！
ブレフロではお馴染み橋本彦士が作曲のもと、フルオーケストラで収録された重厚で壮
大な楽曲をお楽しみください。

・ 『ブレフロシリーズ』テーマ曲：Frontier ～Authentic Version～
・ 『ブレフロ2 』 テーマ曲：凱旋
※どちらも価格は1曲150円の予定です。

（ブレフロ2の物語直前）（ブレフロ2の10年前）

https://www.bravefrontier.jp/bf2/
https://youtu.be/wBINQKqs2UM
https://youtu.be/jovCyE601vY
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史上最強のブレイブ!!
『ブレイブ フロンティア2』のリリース記念して、

スーパー戦隊シリーズ『獣電戦隊キョウリュウジャー』
とのコラボレーション動画大公開！

『獣電戦隊キョウリュウジャー』は、ブレフロのリリースと同じ2013年に放映された
スーパー戦隊シリーズ。モチーフは「恐竜」、キャッチコピーは「史上最強のブレイ
ブ!!」。

今回、ブレフロ2のリリースにあたり「再び、召喚師（プレイヤー）の皆様に集まって
欲しい」という願いを込めて「再集結」をプロモーションキーワードの1つとしました。
このキーワードを受けて、同じ“ブレイブ”を背負う獣電戦隊キョウリュウジャーも「再
集結」を果たす！という類まれなコラボレーションの実現に至りました。

『獣電戦隊キョウリュウジャー』の当時のキャストはもちろん、本編の脚本を担当され
た三条陸先生や番組制作スタッフも”再集結“を果たした、ファン感涙必至の珠玉の映像
作品となっております。

ブレフロ2はブレフロの基本システムを踏襲しつつ、バトル・デザイン・シナリオ・サ
ウンドなど全てのシステムを大幅に強化した、「ブレフロの正当進化版」です。
史上最強に進化した『ブレイブ フロンティア2』、そして史上最強のブレイブ!!『獣電
戦隊キョウリュウジャー』による、誰もが聞いて驚く、夢のコラボレーションをぜひご
堪能ください。

特設サイト（https://www.bravefrontier.jp/bf2/kyouryuger）

©東映

https://www.bravefrontier.jp/bf2/kyouryuger
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■②幻の33.5話「これぞブレイブ！たたかいのフロンティア」
『獣電戦隊キョウリュウジャー』本編の33～34話の間を描いた、本コラボレーション
限定の幻のエピソード。 三条陸先生書き下ろしの脚本でお届けする、今話限定の敵
キャラクター「ブレイブスキー」、そして、この33.5話のタイミングだからこそ描け
る、キョウリュウジャー6人全員で発動する大技「マキシマム獣電池」の登場にも大注
目です！
視聴先URL：https://youtu.be/C_3oVprAH1g

■①特別動画「勇敢戦隊ブレイブフロンティア」
『獣電戦隊キョウリュウジャー』のレッド、ブルー、グリーン、ゴールド、ピンク、ブ
ラックが、ブレフロシリーズの人気ユニット”六英雄”に変身！
“スーパー戦隊シリーズあるある”を、本企画用にアレンジしつつ「ブレイブポイント」
としてシュールでコミカルにお届けしております。
視聴先URL： https://youtu.be/uftrSWaNMec

※「勇敢戦隊ブレイブフロンティア」、幻の33.5話「これぞブレイブ！たたかいのフロンティ
ア」は、2018年5月31日までの期間限定公開となります。

©東映 ©東映

©東映 ©Alim ©東映 ©Alim

https://youtu.be/C_3oVprAH1g
https://youtu.be/uftrSWaNMec
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『ブレイブ フロンティア』
ドット絵キャラクター数でギネス世界記録®に認定！

2013年7月より配信中のスマートフォン向け本格RPG『ブレイブ フロンティア』が、
2018年1月29日「Most playable pixel art characters in a mobile game 」
（最も多い操作可能なピクセルアートキャラクターを持つモバイルゲーム）として、ギ
ネス世界記録に認定されたことをお知らせいたします。
※ピクセルアート：通称「ドット絵」

今回対象となるピクセルアートキャラクターは、2013年7月3日～2017年10月31日ま
でに登場した、総数「627体」。
プレイヤーが操作できるキャラクター、レアリティ違いは全て1キャラクターとしてカウ
ントするなど、ギネス世界記録によるガイドラインに基づき、厳格な調査のもとギネス
世界記録に認定されました。

記録名：「Most playable pixel art characters in a mobile game」
（最も多い操作可能なピクセルアートキャラクターを持つモバイルゲーム）

認定日：2018年1月29日
認定数：627体
※ギネス世界記録®はギネスワールドレコーズリミテッドの登録商標です。
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■『獣電戦隊キョウリュウジャー』について： http://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/
『獣電戦隊キョウリュウジャー』は、2013年2月17日から2014年2月9日までテレビ朝日系列で毎週日曜
朝7:30 ～8:00にて放送されたスーパー戦隊シリーズ。
モチーフは「恐竜」であり、キャッチコピーは「史上最強のブレイブ!!」。

■『ブレイブ フロンティア』について：https://www.bravefrontier.jp/bf1/
『ブレイブ フロンティア』は、2013年7月に配信後、国内700万を含む全世界合計3,300万プレイヤー
数を突破したスマートフォン向け本格RPGです。
多彩なドットキャラクターたちが縦横無尽に動くバトルは、爽快感抜群！
王道のファンタジー世界を舞台にした、キャラクターの育成とバトル、壮大なストーリーを楽しむことが
できます。
待望の最新作『ブレイブ フロンティア2』のリリースが2月22日に決定！

■『株式会社エイリム』について：http://www.a-lim.co.jp
株式会社エイリムは、株式会社gumiのグループ企業として、ハイクオリティな
モバイルゲームをグローバルで提供していくことを目的に2013年3月に設立いたしました。
企業理念として『ゲームは愛だ！』を掲げ、記念すべき第1作『ブレイブ フロンティア』を
2013年7月にリリース。
また、『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』（株式会社スクウェア・エニックス配信）の開発を担当。
いずれも日本のみならず海外でも大ヒットを記録し、多くのプレイヤーがその壮大な世界観と爽快なゲー
ム性を楽しんでいます。

【プレスリリースに関するお問合せ】
株式会社エイリム（http://www.a-lim.co.jp）

広報窓口：pr_hq@a-lim.co.jp

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

タイトル ブレイブ フロンティア2（単語間に半角スペース）

ジャンル 本格RPG

動作推奨端末 公式サイトをご確認ください。

アクセス方法

公式サイト：https://www.bravefrontier.jp/bf2/
LINE公式アカウント
LINE起動>その他>公式アカウント内より「ブレフロ」で検索
公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/bravefrontierchannel
公式Facebook：https://www.facebook.com/BraveFrontier
公式Twitter：http://twitter.com/brave_pr

プレイ料金 基本プレイ無料（アイテム課金方式）

配信開始日
iOS版、Android版：2018年2月22日予定
PC版：2018年初夏予定

コピーライト表記 © Alim Co., Ltd. All Rights Reserved.

＜「ブレイブ フロンティア2」概要＞

http://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/
https://www.bravefrontier.jp/bf1/
http://www.a-lim.co.jp/
http://www.a-lim.co.jp/
mailto:pr_hq@a-lim.co.jp
https://www.bravefrontier.jp/bf2/
https://www.youtube.com/bravefrontierchannel
https://www.facebook.com/BraveFrontier
http://twitter.com/brave_pr

