
 

2013 年 12 月 19 日 

サイバーステップ株式会社 

プレイステーション４対応の MMORPG『鬼斬』 

本日 12 月 19 日 19:00 より課金サービス開始 

 

オンラインゲームの開発、サービスを行っているサイバーステップ株式会社（本社：東京都杉並区、代

表取締役社長：佐藤 類、以下「サイバーステップ」）は、本日、2013 年 12 月 19 日（木）19:00 よりプレイス

テーション4版のサービスに先立ち、Windows版の自社開発の完全新作MMORPG『鬼斬（おにぎり）』の有

料通貨及び、有料通貨でのみご購入できるゲーム内アイテムの販売を開始することをお知らせ致します。 

 

『鬼斬』公式サイト   ：http://onigiri.cyberstep.jp/ 

絶賛放映中『鬼斬テレビ CM』：http://www.youtube.com/watch?v=qQFtE0007Ck&hd=1 

『鬼斬アニメ PV』   ：http://www.youtube.com/watch?v=45M6KiCHSek&hd=1 

『鬼斬』マンガ： 

・第 1話：http://comicdangan.com/tachiyomi/35_onigiri/001/_SWF_Window.html 

・第 2話：http://comicdangan.com/tachiyomi/35_onigiri/002/_SWF_Window.html 

 

課金サービス開始に伴い、有料通貨『おにぎりコイン』（C）を販売致します。 

『おにぎりコイン』専用で購入できる便利なアイテムから、レアアバターや奥義、特殊スキル付武器等の景

品が当たる『にゃんころポン』をプレイすることが出来ます。 

名前 説明 数量 価格（C） 

倉庫拡張 

 

倉庫のアイテム保存枠数を 50 個拡張します。最大３つ購入可能です。 

有効期限は無制限です。 
1 100 

携帯金庫 

 

ダンジョンをクリアできなかった場合、持っているだけでアイテムを保護

して帰還します。効果が発動すると消費します。 
10 50 

良修理の小人さん 

 

持っているだけで珍修理を強制回避します。珍修理になった場合に、当

該アイテムを消費します。 

10 50 

30 120 

EXP ブースト+100 

 

30 分間の取得経験値を+100%にします。 

※ログアウト中は残り時間は保持されます。 

1 60 

3 150 



 

ソウルエッグ 

 

プレイヤーの HP を 70%もしくは 500 の状態で復活させます。 

10 80 

30 180 

ハイポーション 

 

使用者の HP を 30%、もしくは 1000 回復します。あわせて異常状態も回

復します。 

10 20 

30 45 

メガポーション 

 

使用者とパーティーメンバー、近くにいる人の HP25%、もしくは 800 回復

します。あわせて異常状態も回復します。 

10 20 

30 45 

成功祈願のお守り 吉 

 
過剰精錬に使用すると、成功率を上昇させることができます。 

1 20 

3 48 

成功祈願のお守り 大吉 

 

過剰精錬に使用すると、成功率を大きく上昇させることができます。 

1 25 

3 60 

消失リセットボタン A 

 

過剰精錬に使用すると、精錬失敗による武器消失を防ぐことができま

す。 

1 40 

3 90 

消失リセットボタン B 

 

過剰精錬に使用すると、精錬失敗による武器消失を防ぐことができま

す。精錬が失敗した場合、「消失リセットボタン B」は初めて消費されま

す。 

1 80 

3 180 

いやしの杖 

 

回復魔法と蘇生魔法を備えた杖です。耐久値 500。 1 40 

祈りのクリスタル 

 
連れている『なかよしキャラ』の体力を全回復させます。 

10 50 

30 120 

 

 

 

 

 

 



 

名前 説明 価格（C） 

武のスタートダッシュキット 

 

これから旅立つ鬼の戦士のためのスタートダッシュキットです。すぐに使える

鑑定済みのレア武器と、おにぎりコイン販売の復活アイテム、すべて使うと

Lv15 まで一気にレベルアップできる経験値チケット 12 枚セット、さらにゲームマ

ネー30,000 両付です。武器による攻撃型のプレイヤーにお勧めです。 

120 

智のスタートダッシュキット 

 

これから旅立つ鬼の魔法使いのためのスタートダッシュキットです。すぐに使

える鑑定済みのレア武器と、おにぎりコイン販売の復活アイテム、すべて使うと

Lv15 まで一気にレベルアップできる経験値チケット 12 枚セット、さらにゲームマ

ネー30,000 両付です。魔法好きのプレイヤーにお勧めです。 

120 

 

 

 

名前 説明 数量 価格（C） 

プレミアムブースト 

 

購入後すぐに有効になります。（30日間）効果が切れるまで、プレミ

アムブーストは購入できません。 

取得金額+10%、取得経験値+10%、所持アイテム数+10、回復アイ

テムモーション速度+10%HP  

1 90 

ゴールドプレミアムブースト 

 

 

購入後すぐに有効になります。（60日間）効果が切れるまで、プレミ

アムブーストは購入できません。 

取得金額+15%、取得経験値+15%、所持アイテム数+15、回復アイ

テムモーション速度+15%HP 

1 180 

プラチナプレミアムブースト 

 

購入後すぐに有効になります。（90日間）効果が切れるまで、プレミ

アムブーストは購入できません。 

取得金額+20%、取得経験値+20%、所持アイテム数+20、回復アイ

テムモーション速度+20%HP、コンテニュー回数+１ 

1 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■アバターや奥義スキル、特殊スキルのある武器等ここでしか手に入らない便利アイテム多数の『にゃん

ころポン』が登場。 

 

 

 

■景品： 

天使や巫女のアバターから、サラシやフンドシなどの下着…他にも個性的なアバターが景品として入って

おります。 

 

■奥義： 

通常のスキルに比べて高い可能性を秘めた強力なスキルです。 

 



 

刀 【奥義 紅蓮爆焔殺・五】 

 

武器に集中させた超高熱エネルギーを前方に

叩きつけ、3 発の大爆発を引き起こす。 

 

 

大太刀 【奥義 聖光煌閻斬・四】 

 

聖なる闘気で周囲の敵をなぎ払う。 

 

双剣 【奥義 風神円舞・四】 

 

大きく踏み込むと同時に風属性の攻撃を 3 連

続で見舞う。 

 

斧 【奥義 修羅豪転撃・四】 

 

力を込めて勢い良く振り抜き、自分の周囲の

敵を攻撃する。 

 



 

槍 【奥義 気功閃烈衝・四】 

 

前方に武器に集中させた気を勢い良く解き放

つことで広範囲の敵を攻撃する。 

 

長杖 【奥義 ヒールウェーブ・四】】 

 

聖なる輝きにより周囲の味方も含め、HP を回

復させる。 

 

短杖 【奥義 レイオブクリムゾン・四】 

 

ターゲットした敵の位置に強力な熱光線を照

射。熱が溜まると爆発をおこし、周囲の敵にも

大ダメージを与える。 

 

弓 【奥義 エリアルブリッツ・四】 

 

命中した瞬間に大爆発を引き起こす矢を放

ち、周囲の敵も巻き込みダメージを与える 

 



 

■特殊スキル付武器： 

Ｌｖ25 から装備が出来るユニークスキルが付いた武器。 

 刀：道士の銭剣【爆銭剣】 

 

【どうしのせんけん】： 

元来は妖怪や御霊を鎮めるために使われた、清めの銭をつ

ないで作られた剣だが、時代の流れとともに形が変化して剣

としての役割が大きな部分を占めるようになった。 

 

【爆銭剣】： 

このスキルでとどめを刺した敵のドロップマネーが 1.5 倍にな

り、クリティカルヒットだとさらに 1.2 倍上昇する。 

槍：顕在化の槍【カードキャプター】 

 

【けんざいかのやり】： 

妖怪たちのカードを集めるのに効果的な武器。 

 

【カードキャプター】： 

このスキルでとどめを刺した敵のモンスターカードのドロップ

率が 3 倍になる。 

 

長杖：スーパーおすしロッド【スーパーおすしタイム】 

 

【スーパーおすしロッド】： 

自らの代償を持って仲間を癒す、自己犠牲の象徴の女神シ

ースーが使っていた杖。 

 

【スーパーおすしタイム】： 

アイテムショートカットに登録したお寿司系アイテム(一部の

お寿司は除く)の中からランダムで１つステージに置くことが

でき、触れたプレイヤーがそのお寿司を食べる事ができる。

お寿司が無い場合はお茶を配置。 

双剣：盗賊の短剣【ふんだくりアタック】 

 

【とうぞくのたんけん】： 

西大陸をまたにかけた伝説の怪盗紳士の短剣。 

 

【ふんだくりアタック】： 

このスキルでとどめを刺した敵のアイテムドロップ率が 1.5 倍

になる。 

 



 

大太刀：見切りの太刀【輝く潜在能力】 

 

【みきりのたち】： 

所持する人の眠っていた潜在能力を全開に引き出す力を持

っている太刀。 

 

【輝く潜在能力】： 

このスキルでとどめを刺した敵の経験値が 1.5 倍になり、クリ

ティカルヒットだとさらに 1.2 倍上昇する。 

 

斧：鍛冶王のオオヅチ【本気の武器精霊】 

 

【かじおうのおおづち】： 

自らを犠牲にして他の武器を回復するという、鍛冶王の精霊

が宿っているオオヅチ。 

 

【本気の武器精霊】： 

付与された武器の全耐久力を犠牲にして、範囲内の味方の

武器耐久力を少し回復。ただし破壊した武器は回復不可。回

復量は付与された武器の耐久力が残っているほど高い。 

短杖：ブブゼラ【爆音】 

 

【ブブゼラ】： 

法螺貝なんかとは段違いのやかましさを誇る短杖。 

 

【爆音】： 

杖から発する奇妙な音で敵にアピールすることで、周囲の敵

に狙われやすくなる。 

 

弓：愛の弓【ジュテーム】 

 

【あいのゆみ】： 

気紛れな愛の神様が誰かれ構わず狙いをつけていたという

弓。 

 

【ジュテーム】： 

武器耐久値を大きく消費する代わりに、このスキルでとどめ

を刺すと、高確率でなかよしアイテムがドロップする。ただし

対象との Lv 差があるとドロップ率が下がる。 

 

 

 



 

■年末年始 TOKYO MX 特番『進撃の巨人』全 25 話で『鬼斬』の CM 放送決定 

TOKYO MX の年末年始特別編成『進撃の巨人』は、全世界初の地上波 TV での短期間集中一挙放送と

なります。『鬼斬』は CMスポンサー提供の 1社となり、こちらの番組の中で、『鬼斬』の TVCM を放

送いたします。特別番組『進撃の巨人』と合わせて『鬼斬』TVCM もお楽しみただければ幸いです。 

＜放送時間＞ 

・12 月 23 日（月）～12 月 27 日（金） 21:00～22:00（1 日 2 話） 

・12 月 28 日（土）～12 月 30 日（月） 27:00～28:00（1 日 2 話） 

・12 月 31 日（火）   27:00～29:00（1 日 4 話） 

・1 月 1 日（水）   27:00～28:30（1 日 3 話） 

・1 月 2 日（木）   27:00～28:00（1 日 2 話） 

・1 月 3 日（金）   27:00～28:00（1 日 2 話） 

 

■今後のスケジュール： 

PlayStation(R)4 版 

オープンβテスト ：2014 年 2 月 22 日（土）～2014 年 2 月 25 日（火） 

正式サービス ：2014 年 2 月 27 日（木） 

サービス形態 ：基本プレイ無料 ＋ アイテム課金 

 

ジャンル  ： MMORPG 

対応環境  ： Windows XP,Vista,7,8 及び PlayStation(R)4 

プレイ料金 ： 基本プレイ無料（アイテム課金） 

必要空き容量 ： 2GB 

公式サイト ： http://onigiri.cyberstep.jp/ 

 

■サイバーステップ株式会社について 

社名  ： サイバーステップ株式会社 

所在地  ： 東京都杉並区和泉一丁目 22 番 19 号 

代表者  ： 代表取締役社長 佐藤 類 

創業  ： 2000 年 4 月 1 日  

URL  ：http://corp.cyberstep.com/  
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