
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 森下一喜、以下

ガンホー）は、株式会社カプコン（本社：大阪市中央区、代表取締役社長 COO 辻本春弘、以下カプコン）と共同開発

したスマートフォン向けゲームアプリ『TEPPEN（読み：テッペン）』（https://teppenthegame.com/jp/）が、日本時間2019年

11月19日（火）に、全世界累計400万ダウンロードを突破※1したことを発表いたします。

『TEPPEN』は、ガンホーとカプコンが強力なタッグを組み、カプコンの人気キャラクターたちが多数登場するゲームの

総合格闘技、アルティメットカードバトルです。「ヒーロー」と呼ばれる各キャラクターの重厚な描き下ろしイラストで展開

するオリジナルストーリー、リアルタイムで進行する臨場感とカードゲームならではの思考の応酬となるターン制の融合、

さらには簡単操作で行える直感的なバトルにより、新たな体験を生み出すバトルゲームとなっています。

2019年7月4日（木）より北米・欧州※2、2019年8月8日（木）よりアジア・日本※3でサービスを開始し、日本でApp Store

トップ無料ゲーム1位（2019年8月9日付）、Google Play™ ストア人気無料ゲーム1位（2019年8月10日付）を獲得しました。

2019年12月21日（土）には、賞金総額5,000万円※4をかけ、世界No.1プレイヤーを決める『TEPPEN』賞金制公式大会

「TEPPEN WORLD CHAMPIONSHIP 2019」を控え、国内のみならず、世界各地でさらなる盛り上がりをみせています。

この度の400万ダウンロード突破を記念し、 『TEPPEN』をプレイしてくださっている皆様に「400万ダウンロード記念ログ

インボーナス」を実施いたします。対象期間中にログインすることでゲーム内で使用できる「パックチケット」を手に入れる

ことができます。

この他にも、“WC2019 Selection Pack”の販売や「ヒーロースキン」の実装、新たなバトル「EXグランプリ」の実施などの、

遊びの幅を広げるアップデートを実施いたしました。今後もより多くの皆様に『TEPPEN』をお楽しみいただけますよう尽力

してまいります。どうぞご期待ください。

カプコン人気キャラクター集結のアルティメットカードバトル

『TEPPEN』
感謝！全世界累計400万ダウンロード！

最新アップデートを本日12月2日（月）実施！

報道関係者各位
2019年12月2日

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

※1 2019年11月19日（火）付、「App Store」「Google Play™」「Amazonアプリストア」の同一端末による重複ダウンロードを含まない
累計ダウンロード数です。

※2  太平洋標準時。
※3 アジアの配信地域は、韓国、台湾、香港、マカオ、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、インドネシア、オーストラリア、日本です。
※4 現時点での賞金総額です。

https://teppenthegame.com/jp/


“WC2019 Selection Pack”の販売や「ヒーロースキン」の実装、新たなバトル「EXグランプリ」の実施など、『TEPPEN』
をよりお楽しみいただけるコンテンツを追加いたしました。

【アップデート情報URL】https://teppenthegame.com/jp/news/update/0000088.html

▼「WC2019 Selection Pack」について
“WC2019 Selection Pack” は、
「TEPPEN WORLD CHAMPIONSHIP 2019」の開催を
記念して作られた特別なカードパックです。
本カードパックには、“CORE”“DAY OF NIGHTMARES”
“The Devils Awaken”の3種のカードパックから、
厳選されたカードが入っています。

また、 “WC2019 Selection Pack”は、
通常レジェンダリーチャージ値が30必要なところ、
20となっています。レジェンダリーチャージが
満タンになると必ずレジェンダリーカードが排出される仕組みと
なっているため、レジェンダリーカードを手に入れやすくなっています。

※レジェンダリーチャージとは？
カードパックを購入すると溜まる数値で、チャージが最大値まで溜まると
最高レアリティのカード（レジェンダリー）をひくことができます。

■「 400万ダウンロード記念ログインボーナス」実施！

全世界累計400万ダウンロード突破を記念し、
対象期間中に『TEPPEN』にログインすると、これまでに登場した
3つのパックと今回登場する新パックの合計4種類の
「パックチケット」を手に入れることができます。
「パックチケット」は、ゲーム内のショップ画面から
「カードパック購入」で、対象のカードパックを無料で
手に入れることができます。
「パックチケット」1枚で1カードパック（カード6枚）が入手できます。

▼概要
1日目 ： “CORE”パックチケット ×1
2日目 ： “DAY OF NIGHTMARES”パックチケット ×1
3日目 ： “The Devils Awaken”パックチケット ×1
4日目 ： “WC2019 Selection Pack”パックチケット ×1

▼対象期間
2019年12月2日（月）9:00 ～ 2019年12月24日（火）8:59 （JST）
※本ログインボーナスを受け取るには、チュートリアルを完了している必要があります。
※ログインボーナスは「プレゼントボックス」に届きます。
※『TEPPEN』の日付変更は、毎日9:00（JST）です。
※ログインボーナスは連続してログインしなくても受け取ることができます。

■遊びの幅を広げるアップデートを実施！

“WC2019 Selection Pack”イメージ

https://teppenthegame.com/jp/news/update/0000088.html


▼「ヒーロースキン」について
“WC2019 Selection Pack”を購入すると新コンテンツ「ヒーロースキン」を一定の確率で手に入れることができます。
「ヒーロースキン」は「春麗」用「リオレウス」用「モリガン・アーンスランド」用「アルバート・ウェスカー」用の4種類があり
ます。「ヒーロースキン」を使うと、ヒーローの見た目やキャラクターを変えてバトルができ、「ヒーローアーツ」発動時も
変更されたビジュアルでお楽しみいただけます。お気に入りのキャラクターをカスタマイズすることで、対戦相手と同じ
キャラクターを使用しても、違った雰囲気でゲームをお楽しみいただけます。
なお、「ヒーロースキン」単体でのご購入はできません。

▼「EXグランプリ」について
「EXグランプリ」は、短期間で開催される
特別な対戦方式のグランプリです。
通常のグランプリとは異なり、
開催ごとに設定された特殊なルールのもと、
規定回数内で何回勝利できるかを
チャレンジするコンテンツとなります。
最高勝利数に応じて最新のパックチケットや、
月ごとに代わる特別なカードなどを
手に入れることができます。

モリガン・アーンスランドの
ヒーロースキン

リオレウスのヒーロースキン春麗のヒーロースキン アルバート・ウェスカーの
ヒーロースキン

ヒーローアーツ

「EXグランプリ」イメージ

ヒーローアーツヒーローアーツヒーローアーツ



【ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社概要】

会社名

英文社名

本社所在地

代表取締役社長 CEO

資本金

設立

URL 

： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

： GungHo Online Entertainment, Inc.

： 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 パシフィックセンチュリープレイス丸の内

： 森下一喜

： 5,338百万円 (2018年12月末日現在）

： 1998年7月1日

： http://www.gungho.co.jp/

【株式会社カプコン概要】

会社名

英文社名

本社所在地

代表取締役社長 COO

資本金

創業

URL 

：株式会社カプコン

：CAPCOM CO., LTD.

：大阪市中央区内平野町三丁目1番3号

：辻󠄀本春弘

：33,239百万円（2019年3月31日現在）

：1983年6月11日

：http://www.capcom.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先（記事内での掲載はご遠慮ください）】
ガンホー×カプコン 共同プロジェクト『TEPPEN』

ガンホーPR担当：森
TEL： 03-6895-1672  ／ FAX： 03-6895-1655

【基本情報】
タイトル

ジャンル

対応機種

価格

公式サイト

Twitter

Instagram

配信開始日

対応言語

Google Play ストア

App Store

Amazonアプリストア

発売元

開発

コピーライト表記

： TEPPEN

： アルティメットカードバトル

： iOS 10.0以降／Android6.0以降

： 無料（ゲーム内課金あり）

： https://teppenthegame.com/

： https://twitter.com/PlayTEPPEN_ASIA

： https://www.instagram.com/playteppen_asia/

： 2019年7月4日（木） ：北米・欧州 ※太平洋標準時

2019年8月8日（木） ：アジア・日本

： 英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語

日本語、韓国語、繁体字、簡体字

： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gungho.teppen

： https://apps.apple.com/jp/app/id1460764653?mt=8
： https://www.amazon.co.jp/dp/B07YD7TNZB

： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、株式会社カプコン

： ©GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

©CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.

※Androidの場合、RAMが2GB以下の端末は非対応です。

※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。

※Android™ およびGoogle Play™ は、Google LLCの商標、または登録商標です。

※周りをよく見て、常に注意しながらプレイしてください。 運転中や、歩きながらのスマホ操作はやめましょう。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることが あります。

※Amazon、Fire、及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

※Fire OSは非対応となります。

https://apps.apple.com/jp/app/id1460764653?mt=8
https://www.amazon.co.jp/dp/B07YD7TNZB

