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報道関係者各位 

プレスリリース 

 

2023 年 3 月 16 日 

株式会社スタジオアートディンク 

 

 

【情報解禁日時：2023 年 3 月 16 日（木）12 時】 

 

G CHOICE 第 3 弾タイトル「スーパーバレットブレイク」 

Nintendo Switch™パッケージ版 6 月 22 日（木）発売決定！ 

本日より各店舗様にて予約受付開始 

 
株式会社スタジオアートディンク（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢島良一）は、 

同社のゲームパブリッシングブランド「G CHOICE」のタイトルとして 

Nintendo Switch™「スーパーバレットブレイク」パッケージ版を 2023 年 6 月 22 日（木）に発売。 

予約受付も本日から開始することをお知らせいたします 

※本作は株式会社ビサイド様より 2022 年にリリースされた同名のダウンロード専売タイトルを 

新たにパッケージ版としてお送りするものとなります。 
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【スーパーバレットブレイク NintendoSwitch™パッケージ版ライン

ナップ】 
スーパーバレットブレイク NintendoSwitch™パッケージ版はゲーム本編のみの通常版の他、限定

版「スペシャルボーナスボックス」の発売を予定いたします。 

限定版「スペシャルボーナスボックス」には、今回のための描き下ろしイラストを使用したアートボ

ックス、美少女バレットを網羅した大ボリューム 80 ページのアートブック「美少女バレット大図鑑」、

スーパーバレットブレイクの前身となったゲーム「バレットブレイク」運営時に公開されていたコミッ

クスを収録した「スーパーじゃないバレット学園」、さらには 2 枚組大ボリュームのサウンドトラック

CD が同梱されております。 
 

 
 

また、通常版にも永久封入特典として、主人公の一人「アカリ」の私室に貼られているポスター等

を再現したシール「アカリの部屋のあれこれ（仮）シール」を同梱しております。 
 

★さらに、多数の法人限定版、法人特典も決定しております！ 
詳しくは下記【商品ラインナップ】をご覧ください。 

 
 

【スーパーバレットブレイクとは？】 
「ゲーマー3 人娘が、120 人超の美少女（バレット）と共にゲーム世界を救っちゃう？！」  

 

▼120 人を超える美少女キャラ、デッキ構築型ターン制バトル、歯ごたえのある難易度に、コレク

ション要素……大ヒットゲーム「どこでもいっしょ」を生んだ気鋭のクリエイター集団「ビサイド」が

企画開発した、和製ローグライクストラテジー! 
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▼30 名以上のキャラクタデザイナーが描く、バラエティ豊かな美少女バレット 120 人以上登場！ 

 

▼花守ゆみり、近藤玲奈、礒部花凜、高田憂希、恋汐りんご、鷲見友美ジェナ、夜道 雪（敬称

略）など、人気＆フレッシュ声優陣 50 名以上出演！ 

 

▼ノイジークロークとビサイドサウンドチーム"B-SIDE"のコラボレーションが紡ぐ珠玉のゲームサ

ウンド！ 
 

【ストーリー】 
ある日、全世界のデジタルゲームが原因不明の異変によって遊べなくなってしまった！ 

ゲーマーであるアカリ、スミレ、ヒカルら 3 人娘は、突如現れた謎の少女「ナユタ」の導きのもと、 

ゲームの世界に起きている異変と謎を解決のため調査を開始する。 

がんばれアカリ、スミレ、ヒカル！この調査には全世界のゲームの未来がかかっている！ 

 

……かもしれない。 

 

【ゲーム画面】 
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【商品ラインナップ】 
■通常版 ※永久封入特典あり！ 
パッケージ版への永久封入特典として、主人公の一人「アカリ」の私室に貼られているポスター等

を再現したシール「アカリの部屋のあれこれ」シールを同梱しています。 

  
 

■限定版「スペシャルボーナスボックス」 
本商品のために描き下ろされた新規イラストを使ったアートボックスに、ファン必見の豪華特典を

満載した豪華限定版です。 

-セット内容- 

・ゲームソフト本体（永久封入特典「アカリの部屋のあれこれ」シール同梱） 

・新規描き下ろしイラスト採用アートボックス 

・アートブック「美少女バレット大図鑑」（80P 予定） 

・コミックス「スーパーじゃないバレットブレイク学園」（60P 予定） 

・サウンドトラック CD（2 枚組ピクチャーディスク） 

 
各販売店様、EC サイト様にて 

本日より順次予約受付を開始致しますので、ぜひご予約ください。 
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■法人限定版、法人特典のご案内 
多様なバリエーションの法人特典を現在準備中です。ぜひご検討ください。 
 

▼法人限定版 
通常版や限定版に、各販売サイト限定のオリジナルグッズが付いた豪華なセットです。 

詳細は各 EC サイト様の予約ページにてご確認ください。 

★エビテン限定商品「ファミ通 DX パック」 「ファミ通 DX パック＋3D クリスタルセット」 

★Amazon 限定商品「アクリルスマホスタンドセット」 

 

▼法人特典 

・Amazon   ：クリアポストカード 

・あみあみ   ：アクリルキーホルダー 

・ゲーマーズ  ：缶バッジ（75mm） 

・ゲオ   ：缶バッジ（57mm） 

・上新電機   ：家電店共通 A4 クリアファイル 

・ソフマップ  ：B2 タペストリー 

・Neo wing   ：スクエア缶バッジ 

・メロンブックス  ：アクリルキーホルダー 

・ヤマダ電機  ：家電店共通 A4 クリアファイル 

・ヨドバシカメラ  ：家電店共通 A4 クリアファイル 

・楽天ブックス  ：IC カードステッカー 

・G CHOICE ONLINE STORE ：リバーシブル着せ替えジャケット（予定） 

 

◇◆◇【出展情報】◇◆◇ 

3 月 25 日(土)に秋葉原で開催される「ハピネットゲームフェス！～2023 春の陣～」に出

展致します。 

プラスティックカードや缶マグネットなど、オリジナルノベルティを配布予定ですので、奮ってご参

加ください。 

    
 

詳しくは「ハピネットゲームフェス！～2023 春の陣～」公式サイトをご確認ください。 
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https://happinet-gamefes.com/ 

 

■製品情報  
発売時期  ：2023 年 6 月 22 日（木） 

ジャンル  ：デッキ構築型ローグライクストラテジー 

プレイ人数  ：1 人 

プラットフォーム ：Nintendo Switch™ 

価格   ： 通常版 3,960 円（税込）／スペシャルボーナスボックス 6,820 円（税込） 

対応言語        ：日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、中国語 (簡

体字)、中国語 (繁体字)  

CERO レーティング ：審査予定 

発売元ブランド ： G CHOICE 

コピーライト  ： © 2022 BeXide Inc. Published by G CHOICE. 
 

 公式 WEB ページ URL：https://bulletbreak.com/ 

 公式 Twitter アカウント：@G_CHOICE_INFO  

G CHOICE ONLINE STORE：https://e-mart.jp/g_choice/ 
 

▼ニンテンドーe ショップにて体験版配信中！ 

体験版のクリアデータは製品版に引き継ぐことができますので、ぜひダウンロードして本作の面

白さをご確認ください 

 

■G ＣＨＯＩＣＥ について  
『G CHOICE(ジーチョイス)』は 2020 年よりスタジオアートディンクが実力あるデベロッパーやクリ

エイターが手掛ける、魅力溢れるゲームコンテンツを、日本のみならず世界に向けて送り出すブ

ランドとしてスタートしました。 

『G CHOICE(ジーチョイス)』の「G」は「GAME」「GOOD」「GLOBAL」などを意味しています。 

このブランドで世界中の選りすぐりなタイトルをパブリッシングしていきます。 

 公式 WEB ページ URL： https://www.gchoice.jp/ 

 公式 Twitter アカウント： @G_CHOICE_INFO 

 G CHOICE ONLINE STORE -全商品オリジナル特典付き-：https://e-mart.jp/g_choice/ 

 

 

■会社概要  

■商号 ： 株式会社スタジオアートディンク 

■代表者 ： 代表取締役社長 矢島良一 

■所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂 2-23-1 

■設立 ： 2001 年 12 月 12 日 

■事業内容： パソコン・コンシューマーゲームの企画・受託開発・販売 

モバイルコンテンツ・ソフトウェアの企画・受託開発・配信 

■資本金 ： 1,000 万円 

■URL ： https://www.studioartdink.co.jp/ 

 

https://www.studioartdink.co.jp/
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■本プレスリリースに関するお問い合わせは  

株式会社スタジオアートディンク 

担当：小林 

info@gchoice.jp 

 
※本作パッケージ版に関する画像は全て制作中のものです。実際の商品とは異なる部分がございます。 

mailto:info@gchoice.jp

