ニュースリリース

株式会社マーベラス

11 月 24 日（木）

爆乳闘士たちが覇権を争う PC ゲーム『ブラウザ一騎当千 爆乳争覇伝』

6 周年記念キャンペーン開催！！
株式会社マーベラス（代表取締役会長 兼 社長 CEO：中山 晴喜／本社：東京都品川区、以下：マ
ーベラス）は、PC 向けブラウザゲーム『ブラウザ一騎当千 爆乳争覇伝』において、本日 11 月 24 日
（木）、「6 周年記念キャンペーン」を期間限定で開催しております。

＜6 周年記念キャンペーン開催！＞

2016 年 11 月 24 日で『ブラウザ一騎当千 爆乳争覇伝』も遂に 6 周年！！これもひとえにユーザーの
皆様のおかげです。そこで！6 周年を記念し、6 周年記念キャンペーンを開催いたします！！
◆キャンペーン内容◆
・キャンペーン 1 6 周年限定ログインクエストでぷるるんカードプレゼント！
・キャンペーン 2 12/8 から開始！6 周年記念限定クエスト
・キャンペーン 3 ボーナス CP2 倍・IP3 倍増量キャンペーン
・キャンペーン 4 BURST BREAK 確率 100%キャンペーン
・キャンペーン 5 合成確率 UP キャンペーン
◆キャンペーン１ 『6 周年限定ログインクエストでぷるるんカードプレゼント！』◆
受注するだけでクリアできるログインクエストが登場！定期メンテナンスごとに豪華なプレゼントが追
加されます！6 周年記念ぷるるんカード「No.6448 R 呂蒙子明 EE」の他に闘士のスキル LV を強化で
きる「勾玉」カードをプレゼント！
※プレゼントカードはトレード不可になっております。
・11/24（木）メンテナンス後追加
┗No.6448 R 呂蒙子明 EE
・12/1（木）メンテナンス後追加

┗No.5007 R 勾玉(自分用)
・12/8（木）メンテナンス後追加
┗No.5006 SR 勾玉(自分用)
・12/15（木）メンテナンス後追加
┗No.5005 UR 勾玉(自分用)
・12/28（水）メンテナンス後追加
┗No.5010 L 勾玉(自分用)
■開催期間
2016 年 11 月 24 日（木）メンテナンス後～2017 年 1 月 12 日（木）メンテナンス前まで

●R 呂蒙子明 EE

◆キャンペーン 2 『12/8 から開始！6 周年記念限定クエスト！』◆
期間限定で「6 周年限定クエスト」が登場！クエストをクリアしてゴールド＆シルバーEX チケットや 6 周
年記念カードを手に入れましょう！「 No.6450 UR 呂蒙子明 EE 」はコスト 4 で「鹵獲之極攻」持ちで超
強力！
・【6 周年限定クエスト！ 其一】デュエルで「DP」を 200 以上獲得
┗シルバーEX チケット×1
・【6 周年限定クエスト！ 其二】生徒数を 250 人以上にする
┗シルバーEX チケット×1
・【6 周年限定クエスト！ 其三】同盟ポイントを 8 万以上にする
┗ゴールド EX チケット×1
・【6 周年限定クエスト！ 其四】同盟ポイントを 16 万以上にする
┗No.6449 SR 呂蒙子明 EE×1
・【6 周年限定クエスト！ 其五】同盟ポイントを 40 万以上にする
┗No.6450 UR 呂蒙子明 EE×1

■開催期間
2016 年 12 月 8 日メンテナンス後～2016 年 12 月 22 日メンテナンス前まで
※1～4 ワールドのみ 2016 年 12 月 15 日メンテナンス後～2016 年 12 月 28 日メンテナンス前まで

●SR 呂蒙子明 EE

●UR 呂蒙子明 EE

◆キャンペーン 3 『ボーナス CP2 倍・IP3 倍増量キャンペーン』◆
キャンペーン期間中、3,000・5,000・10,000CP ご購入時に獲得できるボーナス CP が 2 倍、さらにボー
ナス IP が 3 倍になります。
■開催期間
2016 年 11 月 24 日（木）メンテナンス後～2017 年 1 月 12 日（木）メンテナンス前まで

◆キャンペーン 4 『BURST BREAK 成功率 100%キャンペーン』◆
キャンペーン期間中「初期スキル」のレベルアップ成功時に発動する、「BURST BREAK」の確率がな
んと 100%に！是非これを機会に「BURST BREAK」をお試しください！
※合成により付与されたスキルがレベルアップしても「BURST BREAK」は発動しません。
■開催期間
2016 年 11 月 24 日（木）メンテナンス後～2017 年 1 月 12 日（木）メンテナンス前まで

◆キャンペーン 5 『アイテム合成確率 UP キャンペーン！』◆
キャンペーン期間中、便利アイテムを使った場合の、「スキル習得」「スキル LvUP」における合成の確
率が「+3%（通常の設定）」から「+10%」にアップいたします！
※TP を使用しての、「スキル習得」「スキル LvUP」の合成は確率アップいたしません。

■開催期間
2016 年 11 月 24 日（木）メンテナンス後～2017 年 1 月 12 日（木）メンテナンス前まで
-----------------------------------------------------------------------------------

＜『ブラウザ一騎当千 爆乳争覇伝』概要＞
爆乳闘士を率い、天下をとれ！
「ブラウザ一騎当千 爆乳争覇伝」は、人気アニメ『一騎当千』に登場する美麗な闘士たちが覇権を争
うシミュレーション RPG です。
プレイヤーは頭首となり、優秀な闘士（生徒）や資源を集めて学園を発展させながら、他プレイヤーの
学園と同盟を組んだり、敵対して打倒したり、思い思いの戦略で学園の支配地域を広げていきます。

舞台となる学園の周りに広がる広大な世界には、頭脳明晰な者たちが集う学力が高い領地、体力あ
ふれる優秀なアスリートが汗を流す領地など、様々な領地があります。
人材や資源を確保するために領地を広げながら、4 か月間の中で天下統一を目指すゲームです。
＜スペック＞
■タイトル
：ブラウザ一騎当千 爆乳争覇伝
■ジャンル
：シミュレーション RPG
■ハード
：PC（ブラウザゲーム）
■プラットフォーム ：MooG Games・ハンゲーム・VectorGame・aima・ニコニコアプリ・Yahoo!Mobage
■コピーライト表記：© 2014 YUJI SHIOZAKI・SHONENGAHOSHA/IKKITOUSEN EE PARTNERS
© 2014 Marvelous Inc.
●公式サイト
：http://www.1kibaku.jp/lp/
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