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基本プレイ無料の PC ゲーム『SYNCED（シンクド）』 

オープンβテストが本日よりスタート！  
 

Twitch Drops の実施や、 
ゲーミングデバイスが当たる Twitter キャンペーンも開催決定！ 

 

 
Level Infinite は、NExT Studios が制作する新たなマルチプレイローグルーターシューティング

ゲーム『SYNCED（シンクド）』のオープンβテストが、本日 12 月 10 日から開始したことを発表いた
します。 
2022 年 12 月 10 日から 2023 年 1 月 15 日の約 5 週間開催されるオープンβテスト期間中、様々
なゲーム内アイテムがもらえる Twitch Drops が有効となります。どなたでも参加できますので、配
信を予定されている方は、ぜひ Twitch Drops の設定をお願いします。また、受け取りを希望され
る方も、設定をお願いします。 
また、『SYNCED』のオープンβテスト実施を記念して、12 月 10 日から 1 月 15 日の期間、ゲーミ
ングデバイスが当たる Twitter キャンペーンを行います。 
 

本日よりオープンβテストがスタートした『SYNCED』では、PvP モード、PvE モード及び協力プレ
イが可能です。オープンβテストの参加は、Steam からクライアントダウンロードをし、プレイするこ
とができます。 
➢ Steam ページ 
URL： https://store.steampowered.com/app/1008080/SYNCED/  
 
 
オープンβテストで使用可能なランナーとナノについて 

『SYNCED』のオープンβテストでは、７名のランナーが選択できます。最初から選択できるのは
３名で、それ以外は様々な方法でアンロックすることができます。 
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以降情報解禁可能 

https://store.steampowered.com/app/1008080/SYNCED/


ランナー 
最初から使用できるランナー３名の紹介 
⚫ デッドカット 

カードマジシャンにして敏腕ガンナーだったデッドカットは、ギャンブルと銃を生業として生きて
きた。大崩壊はそんな彼の堕落した人生を救った上に借金までもを一掃し、見事に彼を立ち
直らせてしまった。信頼する相棒「エース」とともに、己の運命を探し求めるべくメリディアンに
乗り込んでいく。 
職業： ギャンブラー 
スキル： ファイアグレネード 
パーク： 

ドラゴンブレス…弾倉の最後の一発は、ファイアペインを付与する 
ヒートホイール…被炎上時移動速度が上がり、付与されたファイアペインの継続時間が短

縮される 
⚫ Dr.ストーン 

かつてイングランド北部の財政難にあえぐ田舎町でイシャダッタモンゴメリー・ストーンは、権
力や富、復讐を理由にメリディアンを訪れたわけではなかった。たとえ過去の過ちは救えずと
も、彼は未来に希望を託し、今も治療法を追い求めている。 
職業： 医者 
スキル： ヒーラーズオーラ…オーラ内の見方を回復し、ダウンした味方を即時蘇生する 
パーク 
 コンバットヒール…医療キットや味方の組成速度を上昇させる 
 メディカルマーベル…医療キットや味方の組成時、回復量を上昇させる 

⚫ グローリー 
大公開後の日々は言葉に尽くしがたい苦難と悲しみの連続だったが、それと同時にグローリ
ー・ザオの心に気高い志を抱かせた。果てしなく続く苦しみの原因を突き止め終止符を打つ
べく、母の祝福を胸に彼女は中国の小さな村から新たな一歩を踏み出した。 
職業： 狙撃手 
スキル： スモークボム…毒ガス弾を放ち、敵ランナーの視界を奪う 
パーク： 
 サイトライン…スナイパーライフルの照準器で敵ランナーを把握し、煙幕も見通せる 
 チェイサー…ナノへの弱点ダメージ増加。敵ランナーを撃つとマーキングできる 

ナノ 
ナノをアップグレードすることで、アビリティを強化したりアンロックしたりすることができます。プレ
イヤーのプレイスタイルに応じてナノを選びましょう。 
⚫ クラッシャー 

巨体ながら俊敏で、近接戦闘で突出した力を発揮する 
ナノアーム…移動速度と近接攻撃速度が上昇 
デプロイメント…目標地点をガードする 
ロックオン…標的を追跡し、近距離攻撃を仕掛ける 

⚫ ガーディアン 
プレイヤーと味方を守るシールドに変化ができる 

ナノアーム…エイム時にランナーの周辺にシールドを展開する 
デプロイメント…目標地点に片面シールドを展開する 
ロックオン…シールド攻撃を行う 

⚫ サプレッサー 
遠距離攻撃用のハンドキャノンを装備 

ナノアーム…移動中の ADS 速度が上昇し、クロスヘア拡大を抑える 
デプロイメント…目標エリアをパトロールする 
ロックオン…長距離射程のショックブラストで標的を攻撃する 

⚫ シアー 
強力なセンサーを発動し、敵を監視して追跡を行う 

ナノアーム…付近の敵ランナーを感知し追尾を行う 
デプロイメント…ナノデコイを展開し、敵の弱点を表示する 
ロックオン…強力なレーザーを照射する 



正式リリース後のシーズン１バトルパスを獲得するチャンス 
 オープンβテストは、テスト専用のバトルパス「メリディアンパス」が存在します。ユーザーは、
NPC からの受けた任務を完遂することでバトルパスのレベルを上げることができ、様々な報酬の
獲得が可能です。「メリディアンパス」は最大 100 レベルまであり、オープンβ中にレベル 60 に到
達すると、正式リリース後のシーズン１のバトルパス「プレミアム・メリディアンパス」を獲得できま
すので、ぜひ様々なゲームをプレイしてバトルパスを進めてください。 
なお、オープンβテストでは、製品版の中核となるゲーム体験をお楽しみ頂けます。しかし、発売
までに大幅な調整や改善を行うことが予想されるため、オープンβテスト期間中での進行状況は
一部報酬を除き製品版に引き継ぐことはできません。 

 
ゲーム内アイテムが当たる Twitch Drops 実施 

12 月 10 日より Twitch Drops を行います。 
Twitch で配信している方はどなたでも Drops に参加することができます。Drops が有効になって
いる配信者の配信を見ることによって、視聴者の方にゲーム内で使用できる様々なアイテムが付
与されますので、ぜひとも Twitch Drops にご参加ください。 
Twitch Drops への参加方法や受け取り方法は下記をご参照ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 『SYNCED』公式サイト 
URL: https://www.syncedthegame.com/act/wand/w20221130twitch/index.html?lang_type=ja  
➢ Twitch Drops について 
URL： https://help.twitch.tv/s/article/mission-based-drops?language=ja 

https://www.syncedthegame.com/act/wand/w20221130twitch/index.html?lang_type=ja
https://help.twitch.tv/s/article/mission-based-drops?language=ja


 
『SYNCED』公式 Discord 日本チャンネル更新 
 オープンβテスト実施決定に伴い、『SYNCED』公式 Discord サーバーの日本コミュニティ内では
オープン β テスト専用のチャンネルが開設されます。 
プレイヤーが使用するランナーやナノをご自身でリアクションロールにて付与することで、 Discord
内で協力プレイの仲間を募集する際にお役立てください。 
オープンβテスト実施期間中に本サーバーでもキャンペーンの開催を予定しておりますので、この
機会にぜひ『SYNCED』公式 Discord サーバーにご参加ください。 
➢ 『SYNCED』公式 Discord サーバー 
URL: https://discord.gg/rbHPeAUwZp  
   
 
ゲーミングデバイスが当たる Twitter キャンペーン実施 
 オープンβテスト開催を記念して、ゲーミングデバイスが当たる Twitter キャンペーンを本日より
実施いたします。『SYNCED』公式 Twitter アカウントをフォローし、指定のハッシュタグをつけてユ
ーザー名のわかるゲームプレイ画面を投稿すると、抽選で 3 名様にマウスやキーボード、ヘッドセ
ットが当たります。 
本アカウントでは、当該キャンペーン以外にも様々なキャンペーンの開催やオープンβテスト中の
ゲーム内最新情報の発信を行いますので、この機会にぜひ『SYNCED』公式 Twitter アカウントを
フォローしてください！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 『SYNCED』Twitter アカウント 
URL: https://twitter.com/SYNCED_JP  
  
 
『SYNCED』オープンβテスト概要  
➢ 実施期間： 2022 年 12 月 10 日 9:00～2023 年 1 月 15 日  
➢ Steam リンク：https://store.steampowered.com/app/1008080/SYNCED/ 
➢ 実施ハード： PC 
➢ ＰＣスペック： 

OS Windows 7.1/8/10 
CPU Intel® i5 2.4GHz 
メモリ 16GB RAM 
GPU NVIDIA® GeForce GTX 660 
ストレージ 35GB 

 
 
 

https://discord.gg/rbHPeAUwZp
https://twitter.com/SYNCED_JP


Twitter キャンペーン概要 
 『SYNCED』スクリーンショットシェアキャンペーン 
応募期間： 2022 年 12 月 10 日～2023 年 1 月 15 日 
参加方法： 1．『SYNCED』公式 Twitter アカウントをフォロー 

2．「#シンクド OBT」 をつけて、ユーザー名のわかるゲームプレイ画面を投稿 
賞品：  Logicool G ロジクール G PRO X SUPERLIGHT ゲーミングマウス 1 名様 

Razer BlackWidow Lite JP メカニカルキーボード 1 名様 
HyperX Cloud Alpha ワイヤレスゲーミングヘッドセット 1 名様 

※当選の発表は DM の発送をもって代えさせていただきます 
 

 
『SYNCED』製品概要 
タイトル：  『STNCED（シンクド）』 
ジャンル： マルチプレイローグルーターシューティングゲーム 
プラットフォーム： PC／コンソール 
配信日時： 未定   
価格：  基本プレイ無料 
   ※ゲーム内課金あり 
公 式 サイト URL： www.syncedthegame.com 
Steam ページ： https://store.steampowered.com/app/1008080/SYNCED/  
Twitter：  https://twitter.com/SYNCED_JP  
YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCzXC2SexNlKfbhRHqLurhZA 
Discord：  https://discord.gg/rbHPeAUwZp  
権利表記： ©2022 Proxima Beta. All Rights Reserved 
 
 
NExT Studios について 
NExT は、「新たな体験と技術」の追求をコアバリューとし、開発者に革新的な環境を提供していま
す。手書き風なデザインの『Iris.Fall』、オーディオベースの探偵ゲーム『Unheard』、協力型アドベン
チャーゲーム『Biped』、ターンベース型ゲーム『Crown Trick』など、PC、コンソール、モバイルプラ
ットフォームでの配信を行っているタイトルの数々は、IGF、SXSW、Webby など多数の国際的な賞
を受賞、ノミネートされています。NExT Studios の詳細については www.nextstudios.com をご確
認ください。また、Twitter、Instagram、Facebook、YouTube をフォローしてください。 
 
Level Infinite について 
Level Infinite は、高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを、世界中のユーザーが
いつでもどこでも、好きなように体験できるよう届けることを目的として誕生したグローバルゲーム
ブランドです。Level Infinite の本拠点はアムステルダムとシンガポールに所在し、世界中にスタッ
フが点在しています。Level Infinite の詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com
（英語）をご覧ください。 
 
 
 
＜本件に関するお問い合わせ＞ 
Tencent Games 広報事務局（共同ピーアール内） 
担当： 三本、宇高（うだか）、深澤、石井、神津（こうづ） 
e-mail: tencentgames-pr@kyodo-pr.co.jp 
 
Level Infinite 
PR：  福井 
e-mail: rankofukui@tencent.com  
Tel: 080-3557-2345 
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