ニュースリリース

株式会社マーベラス

2 月 23 日（火）

ニトロプラス関連作品の人気ヒロインたちが格闘ゲームで夢の競演!!

『ニトロプラス ブラスターズ -ヒロインズ インフィニット デュエル-』
本日より「エクサムカップ開催記念セール」を実施
来週開催の「エクサムカップミニ」エントリー締切迫る
弊社より好評発売中の PlayStation®4 用格闘ゲーム
『ニトロプラス ブラスターズ -ヒロインズ インフィニッ
ト デュエル-』では、本日より「エクサムカップ開催記念
セール」を実施します。
期間は、本日 2 月 23 日（火）～3 月 31 日（木）です。
期間中は、ダウンロード版が通常価格から 30％OFF
でお買い求めいただけます。
PlayStation®Store：
https://store.playstation.com/#!/ja-jp/cid=PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-160223NITORO

■PS4 版を「エクサムカップ開催記念セール」で 30%OFF
来月開催予定のアーケード版の大会「エクサムカップ」を記念し、PlayStation®4 用ソフト『ニトロ
プラス ブラスターズ -ヒロインズ インフィニット デュエル-』のダウンロード版が、通常価格から
30％OFF でお買い求めいただけるセールを実施します。
本作は、「エクサムカップ」で使用されるゲームデータと同じ内容となっているので、大会に参加
される方の練習にも最適です。
※「エクサムカップ」はアップデートパッチ 1.04 以降のデータを使用します。

＜セール概要＞
セール名：エクサムカップ開催記念セール
実施期間：2 月 23 日（火）～3 月 31 日（木）
割引価格：
機種

通常価格（税込）

セール価格（税込）

PlayStation®4／ダウンロード版

6,469 円

4,528 円

■PS3 版を「気まぐれ感謝祭」で 30%OFF
上記 PS4 版のセールのほか、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントにて実施中の「気
まぐれ感謝祭」では、PlayStation®3 用ソフト『ニトロプラス ブラスターズ -ヒロインズ インフィニッ
ト デュエル-』のダウンロード版が、通常価格から 30％OFF でお買い求めいただけます。
※PS4 版と、セール期間が異なりますのでご注意ください。
＜セール概要＞
セール名：きまぐれ感謝祭 PS3®で遊べるタイトル大幅値下げ！
実施期間：2 月 23 日（火）～3 月 22 日（火）
割引価格：
機種

通常価格（税込）

セール価格（税込）

PlayStation®3／ダウンロード版

6,469 円

4,528 円

キャンペーンサイト：
http://www.jp.playstation.com/psn/store/cp/16223-kimagure/
PlayStation®Store：
https://store.playstation.com/#!/ja-jp/cid=PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-160223KMGRPS3
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■「エクサムカップミニ」エントリー締切迫る
3 月 5 日（土）に開催される「エクサムカップミニ」のエントリー締切は、明日 2 月 24 日（水）までと
なっています。
本大会は、PlayStation®4/PlayStation®3 用『ニトロプラス ブラスターズ -ヒロインズ インフィニ
ット デュエル-』の「ネットワークモード」を使用した 24 名+2 名によるシングルトーナメント戦です。
優勝者には、来月開催されるアーケード版の大会「エクサムカップ（ニトブラ限定）」のシード権が
付与されますので、奮ってご参加ください。
【大会概要】
大会名：第 4 回エクサムカップミニ
開催日時：3 月 5 日（土）20：00～
開催場所：自宅からのオンライン通信による対戦／ニコニコ生放送（詳細は後日発表）
主催：株式会社エクサム
「エクサムカップミニ」特設サイト：http://www.examu.co.jp/ex-cup/mini4/
【大会ルール】
・24 名＋2 名によるシングルトーナメント戦です。決勝のみ三つ巴戦。
（大会参加者 24 名に加え、株式会社エクサムほかより 2 名の刺客が参加します）
・出場者は、抽選により決定します。※詳細は後記の通りです。
・PlayStation®4、PlayStation®3 のどちらでもご参加いただけます。
・オンライン環境は有線を推奨しております。
・最新バージョンのアップデートデータをインストールした環境でご参加ください。

・使用するキャラクターは、エントリー時にご登録いただいたキャラクター固定とします。
・1P、2P はルーム入室順で自動的に決定します。
・ステージは任意で選択が可能です。
・勝敗は、ゲームのデフォルト設定を使用します。（2 本先取、タイム 99 秒）
・ニコニコ生放送エクサム公式チャンネルにて大会の全試合を生放送します（詳細は後日発表）。

【出場者の決定方法】
・出場者は、「キャラクターVP ランキング最上位者枠 14 名」と、「ランダム抽選枠 10 名」の 24 名と
します。その他、特別枠として株式会社エクサムほかより 2 名が出場します。
・「キャラクターVP ランキング最上位枠 14 名」は、エントリーした方の中でキャラクター別に VP ラン
キングが最上位の方を出場者とします。VP ランキングは、2 月 25 日（木）17 時時点での
PlayStation®4/PlayStation®3 版『ニトロプラス ブラスターズ -ヒロインズ イ フィニット デュエ
ル-』キャラクター別 VP ランキングを使用します。
・エントリー後のキャラクター変更はできません。
・「ランダム抽選枠 10 名」は、以下のニコニコ生放送で公開抽選を行います。
2 月 25 日(木) 19:00 開演
【エクサム格ゲ部】第４回エクサムカップミニ（ニトロプラスブラスターズ）公開抽選放送【#35】
http://live.nicovideo.jp/watch/lv252935640
【賞品】
優勝：ニトブラオリジナルグッズセット（松）+PSN カード 10,000 円分
準優勝：ニトブラオリジナルグッズセット（竹）+PSN カード 5,000 円分
3 位：ニトブラオリジナルグッズセット（梅）+PSN カード 3,000 円分
※賞品発送の為、エントリー時にお名前、ご住所等の個人情報をご登録いただきます。
個人情報をいただけない場合は、賞品発送ができかねますのでご了承ください。

【応募条件】
以下の条件を満たす方であればどなたでも応募可能です。
・PlayStation®4 または PlayStation®3 の『ニトロプラス ブラスターズ -ヒロインズ インフィニット
デュエル-』で、オンライン対戦が可能な環境をお持ちの方
・大会中、ニコニコ生放送エクサム公式チャンネルで大会の進捗を確認可能な方
【エントリー方法】
事前エントリー方式となります。下記エントリーフォームよりご登録ください。
エントリーフォーム：http://www.examu.co.jp/ex-cup/mini4-entry/
【「エクサムカップミニ」ニコニコ生放送配信 URL】
第４回エクサムカップミニ
http://live.nicovideo.jp/watch/lv253038903
※オンライントラブルが発生した場合、大会を延期・中止することがあります。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

＜ゲーム概要＞

ニトロプラス関連作品の人気ヒロイン達が格闘ゲームで夢の競演！
ニトロプラス関連作品の人気ヒロイン達が勢ぞろいする格闘ゲームが、
PlayStation®4 と PlayStation®3 に登場。
多くの格闘ゲームファンから支持されるエクサム社が開発を担当。
シンプル操作で誰でも楽しめる爽快さと、熟練者を唸らす奥深いゲームシステムを併せ持つ、
ハイブリットな格闘ゲームとなっている。
●ニトロプラス監修による新作シナリオ
「ストーリー」モードと「アナザーストーリー」モードを収録
ヒロインごとの新作シナリオが展開する「ストーリー」モードのほか、
アーケード版では語られることのなかったストーリーの真相が明ら
かになる、「アナザーストーリー」モードを収録。
●クロスマッチングにも対応「ネットワーク対戦」で白熱バトル
ネットワーク対戦で全国のプレイヤーと思う存分、対戦が楽しめる。
PlayStation®4×PlayStation®3 のクロスマッチングにも対応。

【ゲームシステム 主な特徴】
●シンプルな操作で爽快コンボ
ボタン連打だけで出せる超必殺技「ヴァリアブルラッシュ」など
初心者も安心してヒロインたちの戦いに没頭できる！

●豪華演出の超必殺技「リーサルブレイズ」
豪華アニメーションによるカットインも挿入される
ニトロプラス監修の超必殺技は必見！
●作品を越えて共に戦える「パートナーブリッツ」
プレイアブルキャラクターに加え、
パートナーとして活躍してくれる
2 名のパートナーキャラクターと協力して戦うことが可能！
好きな時に呼び出せて強力な必殺技でサポートしてくれる！

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

＜製品スペック＞
■タイトル：ニトロプラス ブラスターズ -ヒロインズ インフィニット デュエル■ジャンル：対戦型格闘ゲーム
■対応ハード：PlayStation®4/PlayStation®3
■プレイ人数：1～2 人
■発売日：発売中
■価格：PlayStation®4/PlayStation®3 共通 限定版 12,160 円+税 通常版 6,990 円+税
■CERO：C(15 才以上対象)
■権利表記：
©EXAMU Inc.／Nitroplus ©2015 Marvelous Inc.／EXAMU Inc.／Nitroplus ©Nitroplus
©Nitroplus ©ギルティクラウン製作委員会 ©SORATOKUMO 2015 ©Nitroplus 2015
©Nitroplus ©Seikaisha ©東映アニメーション・ニトロプラス／楽園追放ソサイエティ
©Nitroplus／TYPE-MOON ©オケアノス／「翠星のガルガンティア」製作委員会
©サイコパス製作委員会 ©Nitroplus／海法紀光・千葉サドル・芳文社
©2015 Marvelous Inc. ©EXAMU Inc.
“PlayStation”は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
マッドキャッツ、Mad Catz、および、Mad Catz ロゴは、Mad Catz Inc. の登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

