
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）』を2018年2月22日
（木）にサービス開始したことをお知らせいたします。

▼『ブレフロ2』ダウンロード先
【iOS版】

https://itunes.apple.com/jp/app/id1260930018?mt=8
【Android版】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alim.BraveFrontier2

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では、カウントダウン中に実施した「RTキャンペーン」の報酬プレゼントをはじ
め、ゲーム内でもサービス開始を記念したお得なキャンペーンを順次開催いたします。
また、今後月額課金システムの導入も検討しておりますので、続報をお待ちください。

そして、公開直後より大反響をいただいた、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は、公開から約1週間経った現在、2本合わせて80万再
生を突破！本動画は2018年5月31日までの限定公開となりますので、お見逃しなく！
特設サイト（https://www.bravefrontier.jp/bf2/kyouryuger）

エイリムが贈る、スマートフォン向け本格RPG『ブレイブ フロンティア2』。
皆様に心躍る体験をお届けできるよう、スタッフ一同誠心誠意、開発・運営に努めて参りま
すので、応援よろしくお願いたします。

運命の絆がクロスする！
スマートフォン向け本格RPG

『ブレイブ フロンティア2』サービス開始！

2018年2月22日 株式会社エイリム
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▼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ン
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！

本格RPG『ブレイブ フロンティア2』
2月22日正式サービス開始！

▼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アニメーションが大
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

【iOS版】
https://itunes.apple.com/jp/app/id1260930018?mt=8
【Android版】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alim.BraveFrontier2
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＜ストーリー＞
2人の主人公視点で織り成すクロスストーリー！
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…

※「ホーム画面」左：主人公（プレイヤー自身）、右：もう1人の主人公（幼馴染のリン）

『ブレイブ フロンティア2』の魅力を紹介！

3



＜完全新規描き下ろし！400体以上のグラフィックス＞
ブレフロ2から登場する新しいキャラはもちろん、シリーズお馴染みのユニットもすべ
て新たに描き下ろし！スタッフの熱い魂がこめられたイラスト、そして世界最高峰の
ドットグラフィックス（アニメーション）は必見です。
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※「ユニットイラスト」左：ブレフロのイラスト、右：ブレフロ2のイラスト

※「バトル画面」左/中央：戦闘シーン、右：必殺技「ブレイブバースト」カットイン
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＜七色に変化する主人公たち＞
プレイヤー自身となる主人公は、装備品によって見た目が変化！もちろん武器はそれぞ
れ特性が異なりますのでお好みの武器を持つのも良し、ストーリー・対戦相手によって
持ち替えるのも良し。場面に応じてあなた好みのユニットに変化させましょう。

＜ストーリーを彩る多彩なキャラクター＞
ブレフロではお馴染みのキャラクターをはじめ、個性豊かなキャラクターが新たに多数
登場！ともに冒険をする仲間、そして本作の”敵”となる、主人公たちの住む世界を襲撃
した「謎の軍団（七魔将）」にも大注目です。
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＜ユニット直接購入形式の採用＞
課金アイテム「ダイヤ」を使い、欲しいユニットを自由に召喚！また、ユニットは「絆
ポイント（1回200pt）」を使って無料で召喚（絆召喚）することもできます。絆召喚
にのみ出現するユニットもいますので、どちらの召喚もお楽しみください。

※「召喚画面」左：アリス（英霊召喚）、中央：リアン（英霊召喚） 、右：ルカナ（絆召喚）
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＜シナリオをより楽しめる「ストーリークエスト」＞
ブレフロよりさらに各ユニットのストーリーや背景を深掘りし、ゲーム内で遊べるよう
にした特別クエスト。特定ユニットの所持が必要であり、難易度は高めになっておりま
す。クリアすると特別な報酬を手に入れることができますので、ユニットを強化・進化
させて挑戦してみてください。

▼2月22日サービス開始時は、下記2つのストーリークエストがゲートの狭間に登場！

①四聖と光闇の王

エルガイアから遠く離れた異界セルタビア――
彼の地に遺されし「四聖と光闇の王」の伝説。

「セルタビアの名君」賢王アリアトス
「さすらいの炎剣士」焔剣士リアン
「絆を重んずる騎士」氷槍騎レイエル
「命を担う癒しの手」樹霊の巫女エリシア
「復讐を誓う若き雷」雷拳士グルーク
「狂気と魔を統べる」闇王バルサラム

それは知らぬ者なき英雄譚。
今こそ語ろう。全てを繋ぐ絆の物語を――
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②呪われし炎鎧 ～リリス外伝～

高度な科学技術の発展した異界ベクタス。
とある科学者の兄妹により作り上げられた機械兵器。

「全てを切り裂く閃光の刃」人型兵器レミス
「人と歩み、共感するもの」人型兵器ルシェ
「記憶を秘めたるは黒鉄の心」人型兵器リリス

研究の最中、彼らを襲った悲劇とは……
黒鉄の心が見つめた記憶が、今、明かされる。
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＜心強い味方！「パートナー」システムの導入＞
「ヴァイザー」と呼ばれる主人公は、唯一無二の友「パートナー」を与えられます。
ともに冒険をして、主人公の特有スキル「オルタナティブ」を使い、戦闘に参加させる
ことも出来ます。

＜お馴染みコンテンツのグレードアップ！＞
最強召喚師を決めるPvPバトル「アリーナ」、最高難度バトル「試練」、クエストで稼
いだ点数を競う「フロンティアハンター」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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＜ヘッドフォン必須！ゲームを彩るサウンドへのこだわり＞
ブレフロの作曲家、橋本彦士をはじめ、新たに伊藤賢治、岩垂徳行、和田薫、関美奈子、
牧野忠義、TAMAYOが参戦！
一部のサウンドはフルオーケストラで収録され、さらにゲームを盛り上げます。

また、現在『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にて期間限定で販売中です。

・ 『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、販売期間は2018年3月31日までとなります。

＜超必殺技「Xross Brave Burst」の導入＞
最大6体のユニットが繰り広げる、超ド派手な連携技「Xross Brave Burst（略称：
XBB）」！多彩な組み合わせ、そしてユニット同士の関係や個性を生かした動きは、見
ているだけでも存分に楽しめます。怒涛のドットアニメーションによる限界突破の演出
を、とくとご堪能ください。

▼XBB一部紹介
「絶品！不死鳥料理」https://youtu.be/boIbTtXh8HQ
「覇煌の翼（イグニスレイズ）」https://youtu.be/ta0UA2pz7iQ
「勇家の団欒」https://youtu.be/VGa67foCvlA
※ブレフロ公式YouTubeチャンネルにて、他のXBBも公開中です。
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『ブレイブ フロンティア2』
サービス開始記念キャンペーンを続々と開催！

＜見事1万RT達成！「カウントダウン RTキャンペーン！」＞

カウントダウン期間中、ブレフロ2公式Twitter（https://twitter.com/brave_pr）上で
開催した「カウントダウン RTキャンペーン」。
皆様の応援・ご協力により、見事目標の10,000RTを達成！全ユーザー様に以下のアイ
テムをプレゼントいたします。

▼プレゼント内容
・ダイヤ5個
・絆ポイント 5000pt（絆召喚25回分）

▼プレゼント受取期間
2018年2月22日（木）14:00:00 ～ 3月31日（土）23:59:59
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＜3週連続 セット割引キャンペーン！＞

サービス開始時より 『リリース記念！3週連続 セット割引キャンペーン』 を実施！
まとめてユニットを購入することで、通常より安くユニットを召喚することが可能です。
尚、レアリティは全て★3で登場いたします。
※「全てのユニットから探す」にてご購入いただけるユニットは「セット割引キャンペーン」の対象外となり
ます。

① キャンペーン1週目 『四聖と光闇の王』『バリウラ皇女』

▼開催期間
2018年2月22日(木)サービス開始時 ～ 2018年3月1日(木)14:59:59
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② キャンペーン2週目 『勇者の血統』『稀代の天才と無二の鬼才』

▼開催期間
2018年3月1日(木) 15:00:00 ～ 2018年3月8日(木)14:59:59

③ キャンペーン3週目『忍び寄る悪意』『聖叡なる願い』

▼開催期間
2018年3月8日(木) 15:00:00 ～ 2018年3月15日(木)14:59:59
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④ キャンペーン中いつでも召喚可能！『人型掃討兵器』

▼開催期間
2018年2月22日(木)サービス開始時 ～ 2018年3月15日(木)14:59:59

▼まとめて召喚ダイヤ割引キャンペーン一覧
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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や、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中！さらに、全国92店舗の書店にて紙版
を無料配布中！紙版には、ブレフロ2で使えるアイテム「絆ポイント1000pt（絆召喚5
回分）」付き！

■Web版の閲覧はこちら
https://www.bravefrontier.jp/bf2/pdf/material.pdf
■紙版配布店舗リストはこちら
https://www.bravefrontier.jp/bf2/book_list.html
※紙版は無くなり次第終了となります。予めご了承くださいませ。

【大好評御礼①】
ブレフロ2が丸わかり？

「ゲームの説明書」を無料公開&配布中！

16

https://www.bravefrontier.jp/bf2/pdf/material.pdf
https://www.bravefrontier.jp/bf2/book_list.html


【大好評御礼②】
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公開中！

『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

※「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。
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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3,300万ダウンロー
ド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』が2月22日サービス開始！

■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
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＞
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