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「進撃の巨人 Brave Order」進撃ブレオダ 

555 万 DL 突破記念！大感謝祭を開催！ 

 
 

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）は、アニメ『進撃の巨人』

のスマートフォンゲーム最新作「進撃の巨人 Brave Order」にて、2022 年 11 月 8 日（火）より、ブレオダ

555 万 DL を記念して大感謝祭を開催！★6 限凸 MAX 熟練度+10 のキャラが当たる「限界 MAX 大感謝

祭ガチャ」を開催！更に当ガチャを無料で最大 55 連分回せるガチャ券がもらえちゃうログインボーナス

や毎日無料デイリーパックが獲得可能なキャンペーンの他、盛りだくさんな豪華キャンペーンも同時開

催！更に 30 日以上プレイされてない方には、超お得なカムバックキャンペーンも開催！その他、最新情

報はゲーム公式サイト・ゲーム公式 Twitter アカウントにて随時公開して行きますので、ぜひご覧くださ

い。 

 

 
 

ゲームアプリ「進撃の巨人 Brave Order」公式サイト 

https://shingeki-bo.enish.com/ 

 

 

■限界 MAX 大感謝祭ガチャ開催！ 

 2022 年 11 月 8 日（火）より、★6 限界突破 MAX、熟練度+10 の団員が当たる！？大感謝祭限定のガ

チャを開催！ 

https://shingeki-bo.enish.com/
https://kanokari-puzzle.enish.com/


 
 

▼開催期間 

2022/11/8(火) ～ 2022/12/12(月) 23:59 まで 

 

 

■大感謝祭ログインボーナス開催！ 

2022 年 11 月 8 日（火）より、「限界 MAX 大感謝祭ガチャ」が回せるガチャ券最大 55 枚や、獲得経験値

1.5 倍になるアイテムがもらえちゃうログインボーナスを開催！この機会にゲームにログインして全ての

アイテムをもらっちゃおう！ 

 

 
 



▼開催期間 

2022/11/8(火) ～ 2022/12/12(月) 10:29 まで 

 

 

 

■大感謝祭キャンペーン無料デイリーパックを配布！ 

2022 年 11 月 8 日（火）より、熟練技能書をはじめ、勲章やスキルの書など、戦闘力アップに欠かせない

アイテムが毎日 GET できちゃうデイリーパックを無料で配布！ゲーム内ショップを要チェック！ 

 

 
 

▼開催期間 

2022/11/8(火) ～ 2022/11/22(火) 23:59 まで 

 

 

■報酬 2 倍！大感謝祭キャンペーン！ 

2022 年 11 月 8 日（火）より、「危険区域調査」と「進撃クエスト」の報酬が 2 倍に！大感謝祭期間にこの

クエストでしか手に入らない装備の素材アイテムを 2 倍で獲得しちゃおう！ 

 



 
 

▼開催期間 

2022/11/8(火) ～ 2022/11/22(火) 10:29 まで 

 

 

 

■大感謝祭キャンペーン限定ミッション！ 

2022 年 11 月 8 日（火）より、プレイヤー名変更券やスキルボードリセット券、さらに、大感謝衣装選択箱

が獲得可能な限定ミッションが登場！ミッションをクリアして豪華報酬をゲットしよう！！ 

 

 
 



▼開催期間 

2022/11/8(火) ～ 2022/11/22(火) 10:29 まで 

 

 

■リヴァイからの団員依頼が追加！ 

2022 年 11 月 8 日（火）より、依頼書に新たな団員依頼「リヴァイからの依頼」を追加！このクエストでし

かゲットできない装飾「調査兵団服【模擬戦仕様マント付き】」を獲得しよう！ 

 

 
 

■大感謝祭バナタイ 2 倍キャンペーン開催！ 

2022 年 11 月 8 日（火）より、11 月の土日祝日は周回クエストのボーナスタイムが 2 倍になるキャンペー

ンを開催！11 月の週末は周回クエストで戦闘力爆上げ！！  

 



 
 

▼開催期間 

2022/11/8(火) ～ 2022/11/28(月) 3:59 まで 

 

■大感謝祭セール開催！ 

2022 年 11 月 8 日（火）より、期間限定で超絶お得な育成アイテムが入った「大感謝豪華育成詰め合わ

せパック」や「大・大・大感謝パック」などが登場！ 

 

 
 

▼開催期間 

2022/11/8(火) ～ 2022/11/29(火) 23:59 まで 



 

■カムバックキャンペーン！ 

2022 年 11 月 8 日（火）より、30 日以上ゲームにログインしていなかった方限定で★6 団員＆ガチャ券

50 枚が手に入るログインボーナスや経験値＆育成アイテムが大量に獲得できる限定クエストが

登場！ 

 
 

▼限定特典 

限定特典 1：限定ログインボーナスで特装団員★6 エレンとジャンが必ずもらえる！さらに、ガチャ券 50

枚も確定でプレゼント！ 

 

限定特典 2：復帰から 7 日間、戦闘力爆上がりの限定クエストが解放！育成アイテムと経験値を大量に

獲得して前線復帰を果たせ！ 

 

限定特典 3：★6+10 の【座標の力】エレン・イェーガーが絶対選べる配属書等、復帰プレイヤー限定ショ

ップが登場！ 

 

 

■「進撃の巨人 Brave Order」  

本ゲームは、単行本世界累計発行部数 1 億部を突破した人気作品『進撃の巨人』のスマートフォンゲー

ム最新作です。『進撃の巨人』は、NHK 総合にて 2022 年 1 月から TV アニメ『進撃の巨人』The Final 

Season Part 2 が放送されました。 

本ゲームでは、プレイヤーはエレンやミカサたちとともに調査兵団の一員となり、原作さながらに多数の

プレイヤーと協力して、強大な巨人に立ち向かいます。本ゲームオリジナルの撮り下ろしボイスを含むフ

ルボイスで、臨場感たっぷりな『進撃の巨人』の世界をお楽しみください。 



 
 

 

■『進撃の巨人』とは 

単行本世界累計発行部数 1 億部突破。 

巨人がすべてを支配する世界。巨大な壁によって外界と隔てられた人類と巨人との闘いを描いた物語。 

 

 

■「進撃の巨人 Brave Order」概要 

 
 

タイトル 進撃の巨人 Brave Order 

ジャンル 多人数共闘型 RPG 

App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1582769575 

Google Play ストア https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.shingekibo 

ゲームアプリ公式 WEB サイト https://shingeki-bo.enish.com/  

ゲームアプリ公式 Twitter アカウント https://twitter.com/shingeki_bo 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.shingekibo
https://shingeki-bo.enish.com/
https://twitter.com/shingeki_bo


対応 OS iOS / Android 

著作権表記 ©諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season 製作委員会  

©G Holdings Co., Ltd. ©enish,inc. 

 

■株式会社 enish（エニッシュ） http://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。 

 

所在地：東京都港区六本木 6-1-20 六本木電気ビルディング 4F  

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、エニッシュ、エニッシュロゴは株式会社 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。 
※ ニュー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。 

http://www.enish.com/

