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 2021 年 12 月 19 日 
 

 
 
 
 

世界中の『DRAGON
ド ラ ゴ ン

 BALL
ボ ー ル

』ファンが熱狂した 

夢の祭典がさらにパワーアップして再び！ 

『DRAGON BALL』のあらゆる魅力を世界中に届ける全世界同時配信型オンラインイベント 

「DRAGON
ド ラ ゴ ン

 BALL
ボ ー ル

 Games
ゲ ー ム ス

 Battle
バ ト ル

 Hour
ア ワ ー

 2022」開催決定！ 

日本時間：2022 年 2 月 19 日(土)・2 月 20 日(日) オンライン開催 
 バンダイナムコグループは、株式会社集英社、東映アニメーション株式会社とともに、世界中の『DRAGON BALL』

ファンに向け、魅力的な『DRAGON BALL』のコンテンツを集結した全世界同時配信型（一部の国と地域を除く）オンラ

インイベント「DRAGON BALL Games Battle Hour 2022」を日本時間 2022 年 2 月 19 日(土)・2 月 20 日(日)に開催いた

します。 
 

■前回を超える熱気と感動を！「DRAGON BALL Games Battle Hour 2022」開催について 

「DRAGON BALL Games Battle Hour」は、世界中の

『DRAGON BALL』ファンに、この日しか味わえない特別

な体験をお届けすることを目指し、原作マンガ・アニメー

ション・ゲーム・フィギュア・玩具の垣根を超えて、さまざ

まな『DRAGON BALL』 の魅力を詰め込んだコンテンツ

をお送りするイベントです。 

今年 2 月に初開催した本イベントは、23 の国と地域

の『DRAGON BALL』ファンが集結し、想像を超える熱気

と感動に包まれながら幕を閉じました。 

そして、第 2 回目となる今回は、前回を上回る数の

超人気コンテンツが集結するとともに、最新技術を活用

した先駆的な取り組みなども取り入れ、『DRAGON 

BALL』ファンにさらなる感動をお届けすべく、パワーアッ

プいたします。 

世 界 中 の 『 DRAGON BALL 』 フ ァ ン が つ な が る

「DRAGON BALL Games Battle Hour 2022」にご期待くだ

さい！ 

 

 

 

 

 

 

バンダイナムコグループ 
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■世界最強の選手たちが「DRAGON BALL Games Battle Hour 2022」に集結！ 

手に汗握る世界最高峰の熱い闘いで会場のボルテージを最高潮に盛り上げる！ 

前回も大きな盛り上がりを見せた世界最強の選手たちによる世界最高峰の熱い闘いが再び！今回も前回同様、

家庭用ゲームソフト「ドラゴンボール ファイターズ」、トレーディングカードゲーム「DRAGON BALL SUPER CARD 

GAME」、スマートフォン向けゲームアプリケーション「ドラゴンボール レジェンズ」が登場いたします。また、今回新た

にデジタルキッズカードゲーム「スーパードラゴンボールヒーローズ」が追加されます。 

「ドラゴンボール ファイターズ」は日本、北米、欧州各地域のランキング上位者を集めた大会「Regional Final」を勝

ち抜いた選手たちによる世界一決定戦「World Championship」を開催！「DRAGON BALL SUPER CARD GAME」では、

2021 年の世界大会の優勝者と、前回の本イベントで実施した大会の優勝者との夢の頂上対決が実現いたします。ま

た、「ドラゴンボール レジェンズ」では、今回もスペシャルな企画を配信予定！さらに、「スーパードラゴンボールヒーロ

ーズ」では、ハイレベルな国内選手 6 名が 2 チームに分かれ、3 対 3 のチームでバトルを行います。  

それぞれのゲームの特性に合わせた対戦方法でボルテージを最高潮に盛り上げます。熾烈な闘いをぜひご覧くだ

さい。 

 

 

 

■今回初！『DRAGON BALL』ファン一丸となって楽しめるファン参加型のクイズやファッションショーなどが登場！ 

リアルイベントにかぎりなく近い体験を楽しんでいただくことを目指して、「オンラインアリーナ」をさらにパワーアップ

させ、視聴と連動した参加型の施策を多数ご用意いたします。 

「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」と「ドラゴンボール レジェンズ」では、本ゲームタイトルに関する4択クイズ大会を

実施いたします。タイトル開発チームから出題される問題に挑戦することが可能です。  

また、「ドラゴンボール ゼノバース 2」では、ゲームタイトル内で好評を博している「超オシャレコンテスト」の入賞者

16 名による「ドラゴンボール ゼノバース 2 超オシャレファッションショー」を開催！ 

 世界中の『DRAGON BALL』ファンとともに、さまざまな形でイベントをお楽しみいただけます。 

 

 

■大注目の『DRAGON BALL』シリーズ劇場版最新作「ドラゴンボール 超
スーパー

 スーパーヒーロー」の最新情報を公開！ 

 『DRAGON BALL』原作者鳥山明先生がその製作に深くコミットする劇場版最新作からは、映画の最新情報を公開

予定です。 
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■待望の新作家庭用ゲームソフト「ドラゴンボール ザ ブレイカーズ」をプロデューサーのプレイと解説でお届け！ 

さらに、「ドラゴンボール Z ドッカンバトル」の 7 年間を振り返るスペシャルコンテンツも！ 

2022 年に発売を予定している家庭用ゲームソフト「ドラゴンボール ザ ブレイカーズ」では、ゲームの詳しい内容や

注目ポイントをお届け！プロデューサーが実際にゲームをプレイし、解説するとともに、楽しいトークを織り交ぜながら

新作の魅力をたっぷりとご紹介いたします。  

そして、「ドラゴンボール Z ドッカンバトル」では、スマートフォン向けゲームアプリケーションとして配信されてから 7

年間の軌跡をたどる「Dokkan DATA 2022」を実施し、本ゲームタイトルの歴史をさまざまなデータで振り返ります。 

『DRAGON BALL』の最新情報をたくさんお届けいたしますので、ぜひお楽しみください。 

 

■『DRAGON BALL』の世界観を表現する新企画として、さまざまなスペシャルコンテンツをご用意！ 

人気のアクションフィギュア「Dragon Stars Series」と「S.H.Figuarts」ドラゴンボールシリーズを、よりきれいにかっこよ

く撮影するための How To 写真講座や、中華料理の巨匠が「ドラゴンボール Z KAKAROT」に登場する料理作りに挑む

「KAKAROT クッキング」を開催！ 

また、師弟関係にある 2 人の造形師が悟空とベジータをフィギュアで創作する「DRAGON BALL Games Battle Hour  

MASTERPIECE FUSION」を行います。 

 さらに、バルーンやルービックキューブ、そしてキャラ弁で『DRAGON BALL』のキャラクターを表現する「DRAGON 

BALL アートチャレンジ」も実施いたします。 

その他施策の続報は「DRAGON BALL Games Battle Hour 2022」公式サイトなどで随時お知らせいたします。 

 

【「DRAGON BALL Games Battle Hour 2022」開催概要】 

本イベントは、指定のプラットフォームより、オンラインにてご視聴いた

だけます。視聴方法の詳細に関しましては、「DRAGON BALL Games 

Battle Hour 2022」公式サイトをご確認ください。 

 

●公式サイト： 

日本語 https://dbgbh.bn-ent.net ／ 英語 https://dbgbh.bn-ent.net/en 

 

●名称：DRAGON BALL Games Battle Hour 2022 

 

●日時： 

日本標準時(JST)  2022 年 2 月 19 日(土) 09:00～14:00/20 日（日）02:00～10:00 

太平洋標準時(PST) 2022 年 2 月 18 日(金) 16:00～21:00/19 日（土）09:00～17:00 

米国東部標準時(EST) 2022 年 2 月 18 日(金) 19:00～ 0:00/19 日（土）12:00～20:00 

中央ヨーロッパ標準時(CET) 2022 年 2 月 19 日(土) 01:00～06:00/19 日（土）18:00～02:00 

※なお、イベント終了時間は変更となる可能性がございます。 

 

●配信エリア：全世界同時配信（一部の国と地域を除く） 

 

●言語： 

日本語音声→英語字幕対応 

※なお、一部のコンテンツ および チャンネルはフランス語、スペイン語、中国語繁体字字幕も対応しております。 

https://dbgbh.bn-ent.net/
https://dbgbh.bn-ent.net/en
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【各コンテンツの概要】 

■「ドラゴンボール ファイターズ」 

 

タイトル ドラゴンボール ファイターズ 

ジャンル ドラゴンボールファイティング 

対応プラットフォーム PlayStation®4、Xbox One、Nintendo Switch™ 

公式サイト URL https://dbfz.bn-ent.net/ 

著作権表記 
©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション 

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

発売 株式会社バンダイナムコエンターテインメント 

 

■「DRAGON BALL SUPER CARD GAME」 

 

タイトル DRAGON BALL SUPER CARD GAME  

ジャンル トレーディングカードゲーム 

公式サイト URL http://www.dbs-cardgame.com/ 

著作権表記 ©BIRD STUDIO/SHUEISHA, TOEI ANIMATION 

発売 株式会社バンダイ 

 

■「ドラゴンボール レジェンズ」 

  

タイトル ドラゴンボール レジェンズ  

ジャンル ワンフィンガーカードアクションバトル 

配信プラットフォーム App Store、Google Play 

公式サイト URL https://dble.bn-ent.net/jp/ 

公式 Twitter アカウント https://twitter.com/db_legends_jp?s=20 

対応機種 対応機種詳細については公式サイトにてご確認ください。 

著作権表記 
©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション 

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

配信 株式会社バンダイナムコエンターテインメント 

https://dbfz.bn-ent.net/
http://www.dbs-cardgame.com/
https://dble.bn-ent.net/jp/
https://twitter.com/db_legends_jp?s=20
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■「ドラゴンボール ゼノバース 2」 

タイトル ドラゴンボール ゼノバース 2 

ジャンル ドラゴンボールアクション 

対応プラットフォーム PlayStation®4、Nintendo Switch™、Xbox One、Steam🄬、Google Stadia 

※Xbox One、Steam🄬、Google Stadia は海外のみ 

公式サイト URL https://dbx.bn-ent.net/ 

著作権表記 ©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション 

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

発売 株式会社バンダイナムコエンターテインメント 

 

■「スーパードラゴンボールヒーローズ」 

 

 

 

 

タイトル スーパードラゴンボールヒーローズ 

ジャンル デジタルキッズカードゲーム 

公式サイト URL https://www.carddass.com/dbh/  

著作権表記 ©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション 

発売 株式会社バンダイ 

 

■「ドラゴンボール Z ドッカンバトル」 

 

 

 

 

 

タイトル ドラゴンボール Z ドッカンバトル 

ジャンル ぶっこわしバトル 

配信プラットフォーム App Store、Google Play 

公式サイト URL http://dbz-dokkan.bngames.net/ 

公式 Twitter アカウント https://twitter.com/dokkan_official 

著作権表記 ©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション 

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

配信 株式会社バンダイナムコエンターテインメント 

 

 

 

https://dbx.bn-ent.net/
https://www.carddass.com/dbh/
http://dbz-dokkan.bngames.net/
https://twitter.com/dokkan_official
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■「ドラゴンボール Z KAKAROT」 

 

 

 

タイトル ドラゴンボール Z KAKAROT 

ジャンル 悟空体験アクション RPG 

対応プラットフォーム Nintendo Switch ™、PlayStation🄬4、Xbox One（ダウンロード専売） 

公式サイト URL https://dbar.bn-ent.net/ 

公式 Twitter アカウント https://twitter.com/dbgame_official 

著作権表記 ©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション 

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

発売 株式会社バンダイナムコエンターテインメント 

 

■「ドラゴンボール ザ ブレイカーズ」 

 

 

 

 

タイトル ドラゴンボール ザ ブレイカーズ 

ジャンル オンライン非対称型アクション 

対応プラットフォーム PlayStation🄬4/Nintendo Switch ™/Xbox One/STEAM® 

公式サイト URL https://dbas.bn-ent.net/ 

公式 Twitter アカウント https://twitter.com/DB_THEBREAKERS 

発売日 2022 年 

著作権表記 ©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション 

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

発売 株式会社バンダイナムコエンターテインメント 

 

■「Dragon Stars Series」 

 

タイトル Dragon Stars Series 

ジャンル フィギュア 

展開地域 北中南米・欧州にて発売中 ※日本未発売 

公式サイト URL https://www.bandai.com/brands/dragon-ball-super/ 

著作権表記 ©BIRD STUDIO/SHUEISHA, TOEI ANIMATION 

発売 株式会社バンダイ 

 

https://dbar.bn-ent.net/
https://twitter.com/dbgame_official
https://dbas.bn-ent.net/
https://twitter.com/DB_THEBREAKERS
https://www.bandai.com/brands/dragon-ball-super/
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■「S.H.Figuarts」 

 

 

タイトル S.H.Figuarts 

ジャンル フィギュア 

公式サイト URL https://tamashiinations.com/dragonball/   

発売 株式会社 BANDAI SPIRITS 

 
 
【「DRAGON BALL Games Battle Hour 2022」権利表記】 
©BIRD STUDIO/SHUEISHA, TOEI ANIMATION ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 
 
＊プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 
＊一部の国と地域ではご覧になれない可能性がございます。 
＊画面は開発中のものです。 
＊ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。 
＊“PlayStation”、“PS5”および“PS4”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。 
＊Nintendo Switch・Joy Con は任天堂の商標です。 
＊Xbox、Xbox One は、米国 Microsoft Corporation および、またはその関連会社の登録商標または商標です。 
＊STEAM および STEAM ロゴは、米国および、またはその他の国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。 
＊Apple は、米国もしくはその他の国や地域における Apple Inc.の商標です。App Store は、Apple Inc.のサービスマークです。 
＊Google Play は、Google LLC の商標です。 
＊コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。 

https://tamashiinations.com/dragonball/

