2010 年 12 月 1 日

BLAZBLUE 家庭用ユーザー様各位

ゕークシステムワークス株式会社

BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT
Xbox 360 版 タイトルアップデートおよび DLC 配信開始
Xbox 360 / PlayStation®3 版の DLC キャンペーン実施のお知らせ
平素より、弊社製品をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
弊社 Xbox 360 用ソフトウェゕ「BLAZBLUE

CONTINUUM SHIFT」
（以下、本作）におきまして、永らく Microsoft 社の Xbox LIVE

システムの不具合のためコンテンツが正常に配信できない状態が続いておりましたが、この度、配信のご案内ができるようになりました
ので、お知らせいたします。Xbox 360 版の「タトルゕップデート」および「追加キャラクター ヴゔルケンハン」
「システムバージ
ョンデータパック Ver.1.02」の配信を下記の通り実施致します。
●Xbox 360 版
「タトルゕップデート」

12 月 3 日配信開始予定。無料。

「追加キャラクター・ヴゔルケンハン」

12 月 7 日配信開始予定。320MSP 予定。

「システムバージョンデータパック Ver.1.02」

12 月 7 日配信開始予定。無料。

※各詳細は、下記をご覧ください。都合により、日時が若干前後する場合がございます。ご了承ください。
また、クリスマス・お年玉キャンペーンと題しまして、現在配信中の本作 DLC の価格を一時値下げ致します。
※本キャンペーンは、PlayStation®3/Xbox 360 の両機種で実施致します。なお、こちらの情報につきましては、詳細を近日中にご案内
致します。
Xbox 360 版ユーザー様には永らくご迷惑とご不便をお掛けしまして大変申し訳ございませんでした。深くお詫び申し上げますととも
に、今後このような事態が再発しないよう努めて参ります。
なお、本件につきましてご不明な点等ございましたら、大変お手数ではございますが、下記お客様相談室までお問い合せ下さい。

機能追加・不具合修正項目（Xbox 360 版 タイトルアップデート）
・「追加キャラクター・ヴゔルケンハン」の追加に伴うプログラムおよび実績のゕップデート
・NETWORK モード「ランク マッチ」全般における、マッチング速度の改善
・特定の条件において一部のエフェクトが消えず、処理が重くなってしまっていた問題の修正
・ステージ「カグツチポート（雨）」において、一部の環境 SE が正しく再生されていなかった問題の修正
・プレヤー マッチにてマコトを使用して対戦を行う際、
特定の条件でキャラクター選択画面のユーザーンターフェース表示がおかしくなっていた問題の修正
・トレーニングモードにて、特定の条件で SE の再生が止まらなくなる可能性があった問題の修正

1

・チャレンジモードにて、各ミッション終了時に進行状況をオートセーブするように仕様を追加
・スコゕゕタックモードにて、クリゕ時に最終スコゕを表示するように仕様を追加
・レギオンモードのリザルト画面において不要な DLC 追加キャラクターのゕコンが表示されていた問題の修正
・ネットワークモードのキャラクター選択画面にて前回使用したキャラクターにオンカーソルする仕様を追加
・ネットワークモードのマッチリザルト画面にて「使用キャラ PSR」と「TOP PSR」の表示を追加
・ランク マッチ・クゖックマッチのマッチング中に特定の手順で進行不能となる可能性があった問題の修正
・ランク マッチのトレーニング待ち受け時のキャラクター選択画面にて、BACK ボタンでネットワークメニュー画面に
戻れるように仕様を追加
・プレヤー マッチのトレーニング待ち受け時のキャラクター選択画面にて、BACK ボタンでルームに戻れるように仕
様を追加
・一部のテキストを変更・修正
・プレヤー マッチの戦績が、D-Code の PSR に適用されていた問題の修正

■Xbox 360 版 のダウンロードコンテンツにつきまして
Xbox 360 版は Xbox LIVE® Marketplace よりダウンロード頂けます。

コンテンツ名

価格

概要

( Xbox 360)

システムバージョンデータパック
Ver.1.02

無料で配信させて頂く、最新のゲームデータです。ランク マッチを行う際に必要とな

無料

ります。このコンテンツだけでは「ヴゔルケンハン」は使用できません。
追加プレゕブルキャラクターとして「ヴゔルケンハン＝Ｒ＝ヘルシング」が使用可
能となる有料ダウンロードコンテンツです。本コンテンツに含まれる内容は以下となり
ます。
・
「ヴゔルケンハン＝Ｒ＝ヘルシング」が使用可能となる

追加キャラクター
「ヴァルケンハイン＝R＝ヘルシング」

・Unlimited バージョンの「ヴゔルケンハン＝Ｒ＝ヘルシング」が使用可能となる
・初期カラー12 色および追加カラー12 色の計 24 色が選択可能となる
・
「ヴゔルケンハン」の日本語および英語のバトルボスが追加される
詳しくは下記をお読みください。

2010/12/7 から
2011/１/10 まで、
320MSP

以降、560MSP を予定

こちらのコンテンツを購入すると上記「システムバージョンデータパック Ver.1.02」
も自動でダウンロードされます。
①

本コンテンツは最新のゲームバージョンでのみご利用頂けます。

②

MSP はマクロソフトポントの略です。

③

ヴゔルケンハンが使用可能なシステムバージョンは Ver.1.02 以降となります。システムバージョンは OPTION より変更可能です。

④

ランク マッチは、常に最新のシステムバージョンで行われます。
配信に際しまして、一時的にランク マッチに接続できない時間帯が発生する可能性があります。ご了承ください。
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追加プレイアブルキャラクター「ヴァルケンハイン＝Ｒ＝ヘルシング」を購入した場合の変化
TUTORIAL

ヴゔルケンハンの戦術指南が追加され、プレ可能となります。

ARCADE

ヴゔルケンハンは選択できません（シナリオの追加はありません）

VERSUS

プレゕブルキャラクターとして使用できます。

SCORE ATTACK

プレゕブルキャラクターとして使用できます。ランキングへの登録も可能です。

TRAINING

プレゕブルキャラクターとして使用できます。

CHALLENGE

ヴゔルケンハンのミッションが追加され、プレ可能となります。

LEGION

ヴゔルケンハンは選択できません。

STORY

ヴゔルケンハンのシナリオ追加はありません。

GALLERY

ヴゔルケンハンのボスが試聴可能となります。

REPLAY THEATER

ヴゔルケンハンの対戦リプレデータの再生が可能となります。
ランク マッチ、プレヤー マッチともにヴゔルケンハンが使用可能となります。

NETWORK

※プレヤー マッチの場合、バージョン設定が Ver.1.02 以降のルームに限ります。
また、ヴゔルケンハンとの対戦も可能となります。

全体的に

ヴゔルケンハンの BGM が選択可能となります。
※ARCADE および LEGION では、ヴゔルケンハンは使用できません。ご注意ください。

タイトルアップデートの適用〒システムバージョンデータパック Ver.1.02 DL のみの場合の変化
TUTORIAL

追加はありません。

VERSUS

追加はありません。COM のヴゔルケンハンとの対戦も出来ません。

SCORE ATTACK

追加はありません。

TRAINING

追加はありません。相手役として選択することも出来ません。

CHALLENGE

追加はありません。
既存キャラクターの対ヴゔルケンハンボスが試聴可能となります。

GALLERY

ヴゔルケンハンのボスは試聴できません。

REPLAY THEATER
NETWORK
全体的に

ヴゔルケンハンの対戦リプレデータの再生が可能となります。
ヴゔルケンハンとの対戦が可能となります。自分で使用することはできません。
※プレヤー マッチの場合、バージョン設定が Ver.1.02 以降のルームに限ります。
ヴゔルケンハンの BGM は選択できません。

ユーザーの皆様からのご意見やご要望には可能な限り対応させて頂きますので、メールやお電話にてお気軽にお寄せください。皆様が
安心して末永く本作をお楽しみ頂けるよう努めて参りますので、今後とも弊社ソフトウェゕへの変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。
【本件に関するお問い合わせ先】
アークシステムワークス株式会社 お客様相談室
お電話の場合

TEL 045-470-1552
（受付時間 10:00～12:30 ／ 14:00～17:00 土曜・日曜・祭日、弊社指定日を除く平日）

フゔックスの場合

FAX 045-470-1551

http://blazblue.jp/

BLAZBLUE 公式サト
E-mail の場合

support@arcsy.co.jp

Microsoft、Xbox、Xbox 360、Xbox LIVE、Xbox 関連ロゴは米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。
“PlayStation” , “PLAYSTATION” , “DUALSHOCK” and “SIXAXIS” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “Blu-ray Disc”
is a trademark.
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