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株式会社サイバード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡）と株式会社

小学館マンガワン事業室（本社：東京都千代田区、室長：鳥光 裕）は、App Store および

Google Play で好評配信中のゲームアプリ『ケンガン ULTIMATE BATTLE』（以下、『ケンガン

UB』）にて、本日 12 月 12 日（木）より、本作のリリース半周年を記念して、「拳願石」を合計

3000 個プレゼントするなどの豪華キャンペーンを開催します。また、新闘技者「今井コスモ【覚悟】」が新

たに登場します。 

■ガチャ 20 回分の拳願石をプレゼント！リリース半周年記念ログインボーナス！ 

リリース半周年を記念して、拳願石をプレゼントするログインボーナスを実施します。プレゼントは 1 日ログ

インする毎に付与され、合計で 3000 個の拳願石を手に入れることができます。（累計 7 日目まで） 

●期間 

2019 年 12 月 12 日（木）メンテナンス終了後～2020 年 1 月 10 日（金）3:59 まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筋肉育成バトル RPG『ケンガン ULTIMATE BATTLE』 

リリース半周年を記念して豪華キャンペーン開催！ 
拳願石 3000 個（ガチャ 20 回分）を全員プレゼント！ 
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■新★4 闘技者「今井コスモ【覚悟】」がガチャに登場！

 
新たな★4 闘技者「今井コスモ【覚悟】」がガチャに登場します。今井コスモ【覚悟】は

技属性の闘技者で、自分の TEC を上げ、さらにデバフを解除したあと、相手に大ダ

メージを与える強力な固有スキル「宇宙崩し」を持ちます。 

さらに下記期間中、今井コスモ【覚悟】の出現確率がアップするピックアップガチャを開

催します。 

●ピックアップ期間 

2019 年 12 月 12 日（木）メンテナンス終了後 ～ 12 月 18 日（水）

13:59 まで 

＜スキル説明：宇宙崩し＞ 

自分の TEC を 3 ターン上げて、デバフを３つ解除し自分の ATK と TEC に比例し

た大ダメージを与える。クリティカルが出た場合、SP を回復する。 

 

 

■特定属性の★4 闘技者が確率アップ！「属性ピックアップガチャ」開催！ 

下記期間中、特定の属性の★4 闘技者の排出率が通常よりアップする「属性ピックアップガチャ」を開催

します。 

●期間 

技属性 2019 年 12 月 18 日（水）14:00～12 月 22 日（日）13:59 まで 

力属性 2019 年 12 月 22 日（日）14:00～12 月 26 日（木）13:59 まで 

速属性 2019 年 12 月 26 日（木）14:00～12 月 31 日（火）13:59 まで 
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■新アイテム「拳願メダル」登場！！  

 
拳願石ガチャを回す毎に入手できる新アイテム「拳願メダル」が登場します。 

拳願石ガチャ 1 回転毎に拳願メダルを 1 枚獲得でき、入手した拳願メダルは交換所にて「★4 闘技

者」と交換することができます。拳願メダルを集めて、まだ獲得できていないお目当ての闘技者を GET しま

しょう。 

●「拳願メダル」交換ラインナップ 

★4 御雷零（速）× 1 

★4 ムテバ・ギゼンガ（技）× 1 

★4 呉雷庵（力）× 1 

※拳願メダルは 2019 年 12 月 12 日（木）メンテナンス終了以降の拳願石ガチャより「おまけ」として

入手できます。 

※拳願メダルを入手できるガチャは「拳願石ガチャ」のみとなります。 

※10 連ガチャでは拳願メダルを 10 枚獲得できます。 

※交換所にて交換できる★4 闘技者は一定期間で他の闘技者と入れ替わります。 

※拳願メダルで交換できる闘技者は予告なく変更される可能性がございます。 
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■期間限定！スペシャル強化キャンペーン開催！ 

 
半周年を記念して、闘技者の強化に使用する「プロテイン」の使用金額 50％OFF に加え、プロテインが

獲得できる「経験値修練所」の挑戦可能回数を 3 回/日→10 回/日に増加するキャンペーンを開催し

ます。 

●期間 

 2019 年 12 月 12 日（木）メンテナンス終了後～12 月 25 日（水）メンテナンス開始まで 

 

 

■『ケンガン ULTIMATE BATTLE』とは 

WEB漫画サイト「裏サンデー」及び漫画アプリ「マンガワン」で公開中の格闘漫画「ケンガンアシュラ」の初のゲーム化タイ

トルです。プレイヤーは「ケンガンアシュラ」の世界で社長の 1 人としてゲームに参加し、闘技者をスカウトして、企業間の

代理闘争「拳願仕合」に臨みます。拳願仕合に勝利して獲得した賞金を元に会社へ投資＆闘技者の育成を行い、

より強いプレイヤー（企業）と企業序列（ランキング）を競い、序列上位を目指します。 

■配信概要 

名称 ケンガン ULTIMATE BATTLE 

ジャンル 筋肉育成バトル RPG 

情報提供 株式会社サイバード 

配信開始日 2019 年 6 月 12 日 

情報料 基本プレイ無料、アイテム課金制 

公式サイト https://kengan-ub.com 

公式 Twitter https://twitter.com/Kengan_UB 

公式 LINE@   https://line.me/R/ti/p/%40mez9367h 

コピーライト Ⓒサンドロビッチ・ヤバ子,だろめおん/小学館,CYBIRD 

■App Store URL 

https://itunes.apple.com/jp/app/id1416963749?mt=8 

■Google Play URL 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.shogakukan.kenganub.android 

 

 

 

https://kengan-ub.com/
https://twitter.com/Kengan_UB
https://line.me/R/ti/p/%40mez9367h
https://itunes.apple.com/jp/app/id1416963749?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.shogakukan.kenganub.android
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■サイバードについて 

会  社   名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）  

本       社：東京都渋谷区猿楽町 10-1 マンサード代官山  

代  表   者：代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡  

設       立：1998 年 9 月 29 日  

事 業 概 要：モバイルを軸としたコンテンツサービス/ゲームの提供、コンテンツビジネス支援、クロスメディアソリ

ューションの開発/提供、モバイル/Web サイト構築、e コマース、次世代プラットフォーム/テク

ノロジーの研究開発など。 

 

■漫画『ケンガンアシュラ』とは 

WEB漫画サイト「裏サンデー」と漫画アプリ「マンガワン」に掲載されているサンド

ロビッチ・ヤバ子原作、だろめおん作画の格闘漫画。 

【あらすじ】 

56歳のサラリーマン「山下一夫」が突然、会社の会長に呼び出された！！彼

が知ったのは、日本経済の裏の顔。雇った闘技者の格闘仕合でビジネスを決

める企業同士の代理戦争。その名も「拳願仕合（けんがんじあい）」！！ 

謎の闘技者「十鬼蛇王馬」の世話係に任命された一夫は拳願会会長の座を

争い、日本一の企業と闘技者を決める「拳願絶命トーナメント」に参加すること

になる。 

果たして、山下一夫と十鬼蛇王馬の運命は・・・！！？？ 

 

■アニメ『ケンガンアシュラ』配信情報 

動画配信サービス「Netflix」のオリジナルアニメシリーズとして、 

 “全世界同時”独占配信中。 

 

アニメの詳細情報は公式 HP＆SNS をチェック。 

 

●アニメ公式 HP 

http://kengan.net/ 

 

●公式 twitter 

https://twitter.com/kengankai 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。 

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞ 

■ゲームについて■ 

株式会社サイバード  マーケティング統括部  
TEL: (03)6746-3108 E-Mail： press@cybird.co.jp 

 
■漫画『ケンガンアシュラ』について■ 

株式会社小学館  マーケティング局コミック SP 室 須江 夏子 
TEL: (03)3230-5354  E-Mail： suenatsuko@mail.shogakukan.co.jp 
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