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StudioZ株式会社 

 

StudioZ 株式会社（本社：東京都港区 代表取締役 CEO：池幡 賢）は、ForGroove 株式会社と日

本テレビ放送網株式会社が共同で「Mobage」、「Ameba」、「d ゲーム」に提供している

「HUNTER×HUNTER バトルコレクション」と「GREE」上で提供している「HUNTER×HUNTER トリ

プルスターコレクション」において、2019 年 10 月 25 日(金)～10 月 31 日(木)の期間中、ハロウィン

イベント「第 3 回 HALLOWEEN HORROR NIGHTS～ゴシック×ナ×トリック～」と「ボーナス＆ブレ

イクシートガチャ」を開催いたします。また、2019 年 10 月 15 日(火)〜10 月 31 日(木)の期間中、

「ハロウィンキャンペーン」を開催いたします。イベント限定報酬の新カードとして、オーラ 53LR「フ

ランクリン/ハロウィン 2019ver」が登場いたします。ボーナスガチャでは、LR ボーナスに新カード

のオーラ 53LR「ノブナガ/ハロウィン 2019ver」が登場いたします。「ハロウィンキャンペーン」では、

レジェンドガチャ毎日初回 10 連無料を中心に 4 種類のキャンペーンを実施いたします。 

 

「HUNTER×HUNTER バトルコレクション」「HUNTER×HUNTER トリ

プルスターコレクション」がハロウィンイベント「第 3 回 HALLOWEEN 

HORROR NIGHTS」を本⽇より開催︕ 



■イベント「第 3 回	 HALLOWEEN	HORROR	NIGHTS～ゴシック×ナ×トリック～」とは	

 

＜イベントシステム＞ 

イベントクエストでレイドボスとバトルして「Pumpkin メダル」と「イベントポイント」を集め、豪華報酬

が獲得できるイベントとなります。イベント限定報酬の新カードとして、オーラ 53LR「フランクリン/

ハロウィン 2019ver」が登場いたします。他にも「P ライセンス」や「堅の玉」を獲得することができま

す。 

 

＜開催期間＞ 

前半：2019 年 10 月 25 日(金) 18:00 ～ 10 月 28 日(月) 17:59 

後半：2019 年 10 月 28 日(月) 18:00 ～ 10 月 31 日(木) 13:59 

 

＜獲得可能カード（一部紹介）＞ 

 

オーラ 53LR「フランクリン/ハロウィン 2019ver」 

 

 

 



■「ボーナス＆ブレイクシートガチャ」の開催	

 

イベントの開催に合わせ、「ボーナス＆ブレイクシートガチャ」を開催いたします。ボーナスガチャを

引くと、必ずボーナスがもらえてフィーバーゲージがたまります。フィーバーゲージが 100％になる

とシートガチャを無料で 1 回まわすことができ、新カードのオーラ 53LR「ノブナガ/ハロウィン

2019ver」などを手に入れることができます。 

 

＜開催期間＞ 

前半：2019 年 10 月 25 日(金) 17:00 ～ 10 月 28 日(月) 17:59 

後半：2019 年 10 月 28 日(月) 18:00 ～ 10 月 31 日(木) 16:59 

 

＜出現対象カード（一部紹介）＞ 

・オーラ 53LR「ノブナガ/ハロウィン 2019ver」 

※全ての出現対象や出現率はゲーム内「ガチャページ」にてご覧ください 

 

オーラ 53LR「ノブナガ/ハロウィン 2019ver」 

 

 



■「ハロウィンキャンペーン」の開催 

レジェンドガチャ毎日初回 10 連無料や、「LR 引換券-ハロウィン ver-」がもらえるスペシャルログ

インボーナスのようなお得なキャンペーンを中心に、4 種類のキャンペーンを実施いたします。 

 

▼(1) レジェンドガチャ毎日初回 10 連無料 

 

オーラ 52LR までが出現するレジェンドガチャの 10 連が毎日初回無料になります。この機会にカ

ードを集めてデッキを強くしましょう。 

 

＜開催期間＞ 

2019 年 10 月 15 日(火) 18:00 ～ 10 月 31 日(木) 17:59 

 

▼(2) スペシャルログインボーナス 

 

毎日ログインするだけで、期間中の最大 16 日間、「ハロウィンメダル」や「LR 引換券-ハロウィン

ver-」など豪華報酬が手に入ります。「ハロウィンメダル」を集めると「LR 引換券-プラチナ-」や「オ

ーラ 51 以下限定堅の玉」などが手に入ります。 

 

＜開催期間＞ 

2019 年 10 月 15 日(火) 18:00 ～ 11 月 15 日(金) 17:59 

 



▼(3) カムバックキャンペーンの開催 

 

期間中、チャット送信毎に「堅の玉の欠片」などの報酬がもらえます。さらに、送信毎に貰える「ハ

ロウィンメダル」を集めると、「LR 引換券-プラチナ-」などの豪華報酬と交換できます。 

 

＜開催期間＞ 

2019 年 10 月 17 日(木) 18:00 ～ 10 月 31 日(木) 17:59 

 

▼(4) 電脳 Pt 交換品追加＆3 倍キャンペーン 

 

期間中、売却・強化・限界突破・念強化時にもらえる電脳 Pt が通常の 3 倍になります。また、電

脳コイン交換所に期間限定で「オーラ 50 以上 LR 確定ガチャコイン」などの豪華交換品を追加い

たします。 

 

＜開催期間＞ 

2019 年 10 月 21 日(月) 18:00 ～ 10 月 31 日(木) 17:59 

 

■「HUNTER×HUNTER バトルコレクション」とは 

「HUNTER×HUNTER バトルコレクション」は、大人気アニメ「HUNTER×HUNTER」に登場する

様々なキャラクターのカードを駆使し、ハンター協会からの依頼クエストや天空闘技場で他のプレ

イヤーとのカードバトルを勝ち抜いて最強の三ッ星ハンターを目指すカードバトルゲームです。 

 

名称      ：HUNTER×HUNTER バトルコレクション 

利用方法  ：「Mobage」、「Ameba」、「d ゲーム」への無料会員登録後に利用可能 



利用料金  ：基本プレイ無料（アイテム課金制） 

権利表記  ：©POT（冨樫義博）1998 年-2011 年©VAP・日本テレビ・マッドハウス 

©NTV/ForGroove 

配信元    ：ForGroove 株式会社 

 

▸Mobage： http://sp.pf.mbga.jp/12011538/ 

▸Ameba： http://ahunter.forgroove.com/ 

▸d ゲーム： http://www.4cast.co.jp/mbtools/qr/2662/ 

▸公式サイト： http://www.ntv.co.jp/hunterhunter/huncolle/ 

▸Twitter： https://twitter.com/hxh_mobilegame 

 

■「HUNTER×HUNTER トリプルスターコレクション」とは 

「HUNTER×HUNTER トリプルスターコレクション」は、大人気アニメ「HUNTER×HUNTER」に登場

する様々なキャラクターのカードを駆使し、ハンター協会からの依頼クエストや天空闘技場で他の

プレイヤーとのカードバトルを勝ち抜いて最強の三ッ星ハンターを目指すカードバトルゲームで

す。 

 

名称      ：HUNTER×HUNTER トリプルスターコレクション 

利用方法  ：「GREE」への無料会員登録後に利用可能 

利用料金  ：基本プレイ無料（アイテム課金制） 

権利表記  ：©POT（冨樫義博）1998 年-2011 年©VAP・日本テレビ・マッドハウス 

©NTV/ForGroove 

配信元    ：ForGroove 株式会社 

 

▸GREE： http://gree.jp/r/62251/1 

▸公式サイト： http://www.ntv.co.jp/hunterhunter/huncolle/ 

▸Twitter： https://twitter.com/hxh_mobilegame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■StudioZ について 

StudioZ は、クルーズ株式会社にて数々のヒット作を世に送り出してきたゲームクリエイターを集

結し、少数精鋭でスマートフォン向けゲームの企画・開発・運営を行うエンターテインメント企業で

す。 「メチャクチャオモシロイをツクル」をビジョンに掲げ、2016 年 11 月にクルーズ株式会社の

100％子会社として誕生しました。 

 

≪会社概要≫               

 
社  名 ： StudioZ 株式会社 

所  在  地 ： 東京都港区六本木 6-8-10 

設  立 ： 2016 年 11 月 1 日 

資 本 金 ： 1 億 2,000 万円 

事 業 内 容 ： スマートフォン向けゲームの企画、開発、運営 


