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株式会社 enish
(コード番号：3667 東証一部)

「HiGH&LOW」シリーズ、公式ゲームアプリ

『HiGH&LOW THE GAME ANOTHER WORLD』
「HiGH&LOW THE WORST」コラボ 本日 7 月 14 日から開始！
株式会社 enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳孝平、以下 enish）が提供する、「HiGH&LOW」シリ
ーズ初となる公式ゲームアプリ『HiGH&LOW THE GAME ANOTHER WORLD』は、本日 2020 年 7 月 14 日（火）
のメンテナンス後より、「HiGH&LOW THE WORST」コラボを開始いたします。

『HiGH&LOW THE GAME ANOTHER WORLD』とは、男たちの友情と熱き闘いを描く爽快アクション RPG です。
メインストーリーは「HiGH&LOW」シリーズのシナリオを再現。原作のファンはもちろん、初めて「HiGH&LOW」に
触れる人でも、熱い男たちの物語を余すところなく追体験することができます。バトルモードは、タップとスワイ
プのみの簡単操作で、キャラクターを自在に操ることができます。並み居る敵をなぎ倒せるド派手な必殺技ア
クションは必見！さらに超豪華キャスト陣が、ちびキャラとなって登場。自分だけのオリジナルチームを編成し
て、爽快バトルを楽しめます。

■「HiGH&LOW THE WORST」キャラクターついに登場

本日 7/14(火)のメンテナンス後より、「HiGH&LOW THE WORST」コラボを開始いたします。「HiGH&LOW THE
WORST」のキャラクターがゲームに登場。本日からは、第 1 弾として「高城司」が登場します。

今後追加されるキャラクターについては順次お知らせしますので、『HiGH&LOW THE GAME ANOTHER
WORLD』公式 SNS にてご確認ください。
Twitter アカウント：https://twitter.com/HiGHLOW_THEGAME
Instagram アカウント：https://www.instagram.com/highlow_thegame/
「高城司」新登場キャラガチャ期間：2020 年 7 月 14 日（火）メンテナンス後〜7 月 28 日（火）10:59 まで

■キャラクター登場記念イベント開催

本日のメンテナンス後より、「HiGH&LOW THE WORST」限定レアスチルを獲得できるイベントも同時開催しま
す。ぜひイベントに参加して、レアスチルを手に入れてください。

イベント期間：2020 年 7 月 14 日（火）メンテナンス後〜7 月 28 日（火）10:59 まで
■最大 1000 個のダイヤがもらえるログインボーナスや育成キャンペーン開催
期間中のログインで、最大 1000 個の無償ダイヤをプレゼントするログインボーナス、キャラクターの育成に便
利なキャンペーンなども開催します。キャラクターをさらに強くするチャンスをお見逃しなく。

育成キャンペーン期間：2020 年 7 月 14 日（火）メンテナンス後〜8 月 11 日（火）10:59 まで
降臨イベントスタミナ半減期間：2020 年 7 月 14 日（火）メンテナンス後〜8 月 11 日（火）10:59 まで
ログインボーナス期間：2020 年 7 月 15 日（水）0:00〜8 月 10 日（月）23:59 まで
（※）ログインボーナスは、毎日 0:00 に更新されます。
■Twitter フォロー&リツイートキャンペーン
期間中に『HiGH&LOW THE GAME ANOTHER WORLD』公式 Twitter アカウント(@HiGHLOW_THEGAME)をフォロ
ーし、キャンペーンに関するつぶやきをリツイートしてくださった方の中から抽選で、1 名様に無償ダイヤ 7220
個、10 名様に無償ダイヤ 722 個をプレゼントするキャンペーンも開催します。

キャンペーン期間：2020 年 7 月 14 日（火）〜7 月 27 日（月）23:59 まで(予定)
参加方法：
(1)『HiGH&LOW THE GAME ANOTHER WORLD』公式 Twitter アカウント(@HiGHLOW_THEGAME)をフォロー
(2)キャンペーン情報に関するつぶやきをリツイート
当選内容：
ゲーム内無償ダイヤを合計 11 名様にプレゼント
（内訳）1 名様…無償ダイヤ 7220 個、10 名様…無償ダイヤ 722 個
（※）本キャンペーンは予告なく中止または変更させていただく場合がございます。
（※）当選者の発表は Twitter のダイレクトメッセージ送信をもってかえさせていただきます。
（※）キャンペーン終了後、『HiGH&LOW THE GAME ANOTHER WORLD』公式 Twitter アカウント
(@HiGHLOW_THEGAME)のフォローが解除されていますとダイレクトメッセージが送れませんのでご注意ください。
（※）当選者通知メッセージは 8 月 3 日（月）以降を予定しております。

■「HiGH&LOW THE WORST」とは

人気バトルアクションシリーズ『HiGH&LOW』と、累計発行部数 7500 万部突破の伝説的不良コミック「クローズ」
「WORST」(原作・髙橋ヒロシ)が奇跡のコラボを果たした「HiGH&LOW THE WORST」。
2019 年 10 月に映画が公開され、2020 年 7 月 22（水）に、DVD/Blu-ray の発売＆レンタル開始が決定。
[著作権表記]
© 2019 「HiGH&LOW THE WORST」製作委員会 ©髙橋ヒロシ(秋田書店) HI-AX
■「HiGH&LOW」シリーズとは

超豪華なキャストが一同に結集し 5 つのチームが拮抗する“SWORD 地区”の覇権を巡る、男たちの熱い闘い
と友情ドラマを描く、累計観客動員 450 万人、興行収入 65 億円突破の総合エンターテインメントプロジェクトで
す。
■『HiGH&LOW THE GAME ANOTHER WORLD』概要

タイトル

HiGH&LOW THE GAME ANOTHER WORLD

ジャンル

アクション RPG

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1459605548?mt=8

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.highlow

公式 WEB サイト

https://high-low-thegame.com

公式 Instagram

https://www.instagram.com/highlow_thegame/

公式 Twitter

https://twitter.com/HiGHLOW_THEGAME

対応 OS

iOS / Android

利用料金

基本プレイ無料 / アイテム課金制

著作権表記

©HI-AX ©enish,Inc.

■株式会社 enish（エニッシュ） https://www.enish.com

enish では、Link with Fun というスローガンのもと、「世界中に enish ファンを作り出す」ことをミッションに、より多く
のお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。
本社所在地

：東京都港区六本木 6-1-24 ラピロス六本木 7Ｆ

設立

：2009 年 2 月 24 日

代表取締役社長

：安徳 孝平

事業内容

：ゲームアプリの企画・開発・運営

[本件に関するお問い合わせ先]
株式会社 enish 広報担当
E-Mail: pr@enish.com

※ enish、enish ロゴは株式会社 enish の商標または登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
※ プレスリリースに記載された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。

