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基本無料版100万DL突破︕ 
〜「DOA6 七つの海のパイレーツコスチュームvol.2」も配信開始〜 

 

当社は、激闘エンターテインメント『DEAD OR ALIVE 6』(PlayStation®4/Xbox One/Steam)

につきまして、「基本無料版/Core Fighters」が全世界累計 100 万ダウンロードを突破し

たことを発表いたしました。 

 

「基本無料版/Core Fighters」は『DEAD OR ALIVE 6』を気軽にお楽しみいただける、基

本無料のバージョンです。4名のキャラクターが初期開放されており、「オンライン」、「フ

ァイティング」、「トレーニング」、さらには新モード「DOA クエスト」「DOA セントラル」

を加えた 5モードおよび全ステージが自由に遊べるほか、「ストーリー」の序章も楽しむ

ことができます。 

 

さらに、100 万ダウンロード突破を記念して 10 万オーナーポイントをプレゼントするキ

ャンペーンも開始いたしました。v1.05 にアップデートして起動いただくとゲーム内で 10

万オーナーポイントが取得できます。オーナーポイントはコスチュームや称号など開放す

るときに使用するもので、製品版はもちろん基本無料版でもお楽しみいただけます。オー

ナーポイントのプレゼントは 2019 年 6 月 5 日（水）15：59 までの期間限定となりますので、

お早めに入手ください。 

 

また、シーズンパス１に対応したダウンロードコンテンツ第 4弾「DOA6 七つの海のパイ

レーツコスチューム vol.2」（13 着）も、本日 2019 年 5 月 16 日（木）に配信を開始しま

した。大海原で闘いを繰り広げてきた海の戦士の姿でバトルをお楽しみいただけるコスチ

ュームになります。 

 

 併せて、プレイヤーの皆さまにより快適にプレイいただけるようアップデートを実施し

 



いたしました。「ロビーマッチ」に関しまして、1つのルーム内で複数の対戦が可能になっ

たほか、ルーム名の作成、ロビー画面でのテキストチャットなど機能を拡張しております。

また、キャラクターの登場・勝利演出の追加、バランス調整や不具合の修正なども実施し

ておりますので、詳細は公式HPをご確認ください。 

 

 

‐記‐ 

 
■DOA6 七つの海のパイレーツコスチューム vol.2 概要 
○名称 DOA6 七つの海のパイレーツコスチューム vol.2 

○発売日 発売中（2019 年 5 月 16 日発売） 

○希望小売価格 セット価格（13 着）：2,000 円+税  

単品（1 着）価格：200 円+税  

○対応キャラクター 「かすみ」「マリー・ローズ」「NiCO」「こころ」「レイファン」

「エレナ」「フェーズ4」「リュウ・ハヤブサ」「バイマン」 

「ジャン・リー」「ブラッド・ウォン」「エリオット」「雷道」 

○注意事項 

 
※「DOA6 Season Pass 1」に含まれるコスチュームとなります。 

  重複購入にご注意ください。 

※DLCの内容および配信期間に関しては予告なく変更する場合が 

 ございます。予めご了承ください。 

 
■100 万ダウンロード突破記念プレゼントキャンペーン概要 
○プレゼントアイテム 10 万オーナーポイント 

○期間 キャンペーン開始日～2019 年 6 月 5 日（水）15：59 まで 

○取得方法 v1.05 にアップデートいただいた状態で、上記キャンペーン期間内

にゲームを起動して取得いただけます。 

※タイトル画面は「v1.05」の表記となります。 

 
■DEAD OR ALIVE 6「DOA6 Season Pass 1｣ 概要 
○発売日 発売中（2019 年 3 月 1 日発売） 

○希望小売価格 10,000 円+税 

○内容 『DEAD OR ALIVE 6』用の「DOA6 Season Pass 1｣ です。 

2019年3月から2019年6月の4ヶ月間にかけて配信予定の「62着のコ

スチューム」と「新規追加キャラクター使用権（2キャラ分）」がお得に

購入できます。 

さらに購入特典として「NiCO 閃光のアナライズギア」と「女天狗 レッス

ルコスチューム」がつきます。 

■DOA6 ハッピーウェディングコスチュームvol.1 セット (13着)   

  2019年3月15日（金）配信 

 セット価格：2,000円+税 単品（1着）価格：200円+税      

■DOA6 ハッピーウェディングコスチュームvol.2 セット (13着)  

  2019年3月29日（金）配信 

 セット価格：2,000円+税 単品（1着）価格：200円+税  

■DOA6 七つの海のパイレーツコスチュームvol.1 セット (13着)  

  2019年4月25日（木）配信 



 セット価格：2,000円+税 単品（1着）価格：200円+税  

■DOA6 七つの海のパイレーツコスチュームvol.2 セット (13着) 

  2019年5月16日（木）配信 

 セット価格：2,000円+税 単品（1着）価格：200円+税  

  

『THE KING OF FIGHTERS XIV』コラボレーション 

■DOA6 追加キャラクター「不知火 舞」使用権 (1キャラ) 

■DOA6 「不知火 舞」デビューコスチューム (5着) 

■DOA6 新規追加キャラクター使用権 (1キャラ)                               

■DOA6 新規追加キャラクター デビューコスチューム (5着) 

○購入特典 ■DOA6 NiCO 閃光のアナライズギア 

■DOA6 女天狗 レッスルコスチューム 

※後日配信する場合がございます。予めご了承ください。 

○注意事項 

 
※「DOA6 Season Pass 1」期間中に、上記以外のコンテンツが配信さ 

  れる事がございますが、それらのコンテンツは「DOA6 Season Pass  

  1」でのダウンロード非対応のコンテンツとなりますので、予めご了 

  承ください。 

※「DOA6 Season Pass 1」に含まれるコスチュームおよびキャラクタ 

  ー使用権は、個別に購入する事も可能です。重複購入にご注意ください。 

※DLCコスチュームを使用するには、対応するキャラクター使用権の購入 

  が必須です。 

※シーズンパスの内容および配信期間に関しては予告なく変更する場合が 

 ございます。予めご了承ください。 

○公式サイト https://www.gamecity.ne.jp/doa6/ 

○権利標記 ©コーエーテクモゲームス All rights reserved. 

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. 

 
■DEAD OR ALIVE 6 基本無料版/Core Fighters 概要 
○タ イ ト ル DEAD OR ALIVE 6 基本無料版/Core Fighters 

○プラットフォーム PlayStation®4：基本無料版 

Xbox One／Steam®：Core Fighters 

○配信開始日 配信中（2019 年 3 月 15 日配信） 

○希望小売価格 無料 

○内容 ■初期解放キャラクター 

「かすみ」「ヒトミ」「ディエゴ」「バース」 

■オンライン 

 ・ランクマッチ 

■ファイティング 

 ・バーサス 

 ・アーケード 

 ・タイムアタック 

 ・サバイバル 

■トレーニング 

 ・フリートレーニング 

 ・チュートリアル 

 ・コマンドトレーニング 

 ・コンボチャレンジ 



■DOA クエスト 

■DOA セントラル 

 ・クローゼット 

 ・データベース 

 ・シアター 

 ・ミュージック 

 ・ライブラリー 

■ストーリー ※序章のみプレイ可能 

■オプション 

※全ステージ使用可能。 

○有料コンテンツ ■キャラクター使用権 

価格：キャラ単体 各 400 円＋税 

     キャラセット（20 キャラ）6,000 円＋税 

   男性キャラセット（９キャラ）3,400 円＋税  

   女性キャラセット（11 キャラ）4,000 円＋税  

■ストーリー解放権  

価格：2,000 円＋税 

 
■『DEAD OR ALIVE 6』製品概要 
○タ イ ト ル DEAD OR ALIVE 6 (デッド オア アライブ シックス) 

○対 応 機 種 PlayStation®4／Xbox One／Steam® 

○ジ ャ ン ル 激闘エンターテインメント(対戦格闘) 

○発 売 日 発売中（2019 年 3 月 1 日発売） 

○希望小売価格 パッケージ版／ダウンロード版 ：7,800 円+税 

○C E R O D（17 才以上対象） 

○開 発 Team NINJA プロデューサー&ディレクター：新堀洋平 

○公式サイト https://www.gamecity.ne.jp/doa6/ 

○公式 Twitter https://twitter.com/DOATEC_OFFICIAL 

○権 利 表 記 ©2019 コーエーテクモゲームス All rights reserved. 

 
■『DEAD OR ALIVE 6 デジタルデラックス エディション』 
○タ イ ト ル DEAD OR ALIVE 6 デジタルデラックス エディション 

○対 応 機 種 PlayStation®4／Xbox One／Steam® 

○発 売 日 発売中（2019 年 3 月 1 日発売）   

○希望小売価格 9,800 円+税 

※ダウンロード版のみ 

○同  梱  物 ■ゲームソフト（ダウンロード版のみ） 

■デラックスセット ダウンロードシリアル 

・追加キャラクター「フェーズ 4」使用権 

・デラックスコスチュームセット(25 着) 

・デラックス追加 BGM(3 曲) 

■デジタルデラックスオリジナル特典：コスチューム(かすみ) 
※デラックスセット内のアイテムは後日有料配信する場合がございます。あらかじめご了承く

ださい。 

 
 

 


