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【ロードオブナイツ】『銀河英雄伝説』との初コラボがついに開幕！ 

コラボ専用ワールドにて 2 ヶ月間におよぶ対戦イベントを実施中！ 

 

株式会社 Aiming(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：椎葉 忠志)は、iOS/Android向けストラテジーゲーム『ロード

オブナイツ』において、4月 6日（金）より OVA『銀河英雄伝説』とのコラボイベントを開始したことをお知らせいたします。 

 

■『銀河英雄伝説』がスマホ戦略ゲームと初コラボ！銀河の歴史が、また 1ページ… 

 

 

▼特設サイト 

https://lordofknights.jp/gineiden/ 

 

▼実施期間 

2018年 4月 6日（金）メンテナンス終了後～6月 6日（水）メンテナンス開始前まで 

 

▼コラボプロモーションムービー 

   https://youtu.be/iZGaFSCy1DI   

 

 

https://youtu.be/iZGaFSCy1DI


◆「自由惑星同盟」 VS 「銀河帝国」、原作の戦いを舞台に 2 ヶ月間の長期対戦イベントを実施！ 

 

 今回の『銀河英雄伝説』コラボイベントは、4 月 6 日（金）にコラボ専用の「銀英伝ワールド」をオープンして実施します。

このワールドではプレイヤーが「銀河帝国」「自由惑星同盟」のどちらかに所属し、宇宙を舞台に 2 つの勢力に分かれて

戦います。 

また、「イゼルローン要塞」をはじめ「オーディン」「ハイネセン」など、『銀河英雄伝説』でおなじみの要塞、惑星がゲー 

ム内の重要拠点として登場！ 部隊出撃時のシンボルも鎧に身を固めた騎馬兵から、戦艦「ブリュンヒルト」「ヒューベリ 

オン」に変化します！ 

剣と魔法のファンタジーな世界観から一転、『銀河英雄伝説』の世界観に徹底的にこだわって進化した『ロードオブナイ 

ツ』にぜひ期待ください。 

 

▼コラボの見どころ 

・『銀河英雄伝説』の本格戦略ゲームを今だけスマホで楽しめる 

・「イゼルローン要塞」など原作に登場する舞台や戦いをイベントで再現 

・『銀河英雄伝説』ファンの人気イラストレーターによる描き下ろしなど合計 170種類以上の限定カードが登場 

・銀河の歴史は君の手に！「銀河帝国」と「自由惑星同盟」の 2つ軍勢に分かれて行う大規模対戦イベントを実施 

・初心者でも安心！『銀河英雄伝説』のキャラクターたちがプレイヤーを丁寧にサポート 

・Twitterにてコラボ限定カードが手に入るキャンペーンを実施 

 

 



 

 

 

■『銀河英雄伝説』ファン必見！コラボ限定カードが手に入るロトやキャンペーンが登場！ 

 

◆コラボカードが多数出現！「コラボロト」実施！ 

 

CP（ゲーム内ポイント）を使用してカードを入手できる「ロト」では、コラボイベント期間中さまざまラインナップのロトを販

売いたします。4 月 6 日（金）からは初回限定の「スタートダッシュロト」と、銀河帝国または自由惑星同盟に関係するコラ

ボカードでまとめた「自由惑星同盟ロト」「銀河帝国ロト」が登場！ しかも後者 2 種類のロトでは、『銀河英雄伝説』コラボ

カードのみが出現します！ また、描き下ろしイラストを使用した最高レアリティ[X]カード「黄金の翼」「不敗の魔術師」も

ラインナップに含まれています。 

なお、強化用素材のみが出現する「素材ロト」も併せて登場しておりますので、手に入れたコラボカードの強化にご利

用ください！ 

 

▼実施期間 

4月 6日（金）メンテナンス終了後～4月 13日（金）メンテナンス開始まで 

 

 

 

 



◆「銀英伝ワールド」限定！今ならログインするだけでコラボ限定カードが手に入るチャンス！ 

 

コラボ期間中、「銀英伝ワールド」では通常のログインボーナスに加え、コラボカードが報酬に加わった「特別ログイン

ボーナス」を実施いたします。このログインボーナスでは「[GR]金髪の孺子」や、別イベントで入手可能な「[L]常勝と不敗

と」を強化できる「器」と呼ばれる専用強化素材などが手に入りますので、ぜひチェックしてみてください。 

 

▼報酬 

日数 報酬 
 

日数 報酬 

1 日目 ゴールドチケット×3 
 

8 日目 ゴールドチケット×3 

2 日目 [SR]元帥と食事 
 

9 日目 [UR]ユリアンのヤケ酒 

3 日目 11 連ゴールドチケット×1 
 

10 日目 古のチケット×1 

4 日目 [SR]元帥と食事 
 

11 日目 [GR]覚醒の龍紋 

5 日目 探索時間短縮チケット×2 
 

12 日目 [GR]常勝と不敗との器 

6 日目 [GR]金髪の孺子 
 

13 日目 [GR]常勝と不敗との器 

7 日目 [SR]元帥と食事 
 

14 日目 [GR]常勝と不敗との器 

 

 

◆イゼルローン要塞に向けて全艦出撃！今なら同盟の仲間を集めると豪華報酬がもらえる！ 

ついに始まった長期対戦イベントに先駆け、同盟（同じ軍勢のプレイヤーによるチーム）の結成を応援するキャンペー

ンを実施します。同盟に入るとクエストで報酬がもらえる等、ゲーム攻略に役に立つ要素が盛りだくさんとなっており、今

回のキャンペーンでは 30 名以上の同盟に所属し、自身の拠点の人口が 100 人以上の方全員へ、達成状況に応じた報

酬をプレゼントします！  

 

▼実施期間 

4月 6日（金）メンテナンス終了後～4月 20日（金）メンテナンス開始まで 

 

▼報酬 

同盟員数 報酬 

30 名以上 [SR]元帥と食事×2 

40 名以上 ゴールドチケット×10 

50 名以上 [UR]ユリアンのヤケ酒 

60 名以上 [L]常勝と不敗と 

80 名以上 古のチケット×3 

 

 

 

 



◆『銀河英雄伝説』ファン必見！エリアダンジョン「カプチェランカ」登場！ 

 

 『銀河英雄伝説外伝』に登場した、「カプチェランカ」の名前を冠したエリアダンジョンが出現！ 「銀英伝ワールド」専用

シンボルで、「カプチェランカ」を探索しましょう。特定エリア数を踏破することで、「[L]エル・ファシルの英雄」ほか様々な報

酬が手に入ります！  

 

▼実施期間 

4月 6日（金）メンテナンス終了後～4月 20日（金）メンテナンス開始まで 

 

▼報酬 

フロア エリア踏破数 報酬 

フロア 1 

5 エリア踏破 [SR]元帥と食事 

10 エリア踏破 探索時間短縮チケット×5 

20 エリア踏破 ゴールドチケット×3 

フロア 2 

10 エリア踏破 [SR]元帥と食事 

25 エリア踏破 ゴールドチケット×3 

50 エリア踏破 [UR]ユリアンのヤケ酒 

フロア 3 

20 エリア踏破 探索時間短縮チケット×5 

60 エリア踏破 [L]エル・ファシルの英雄 

100エリア踏破 古のチケット×3 

 

 

◆名将たちの戦いを再現！試練の塔にて「帝国領進攻作戦」開始！ 

 

育てたカードで強敵に挑戦するバトルイベント「試練の塔」にて「帝国領進攻作戦」を実施いたします。今回のコラボで

は劇中の戦闘をイメージして構成された部隊が登場します。名将たちが率いる敵部隊に対して「高度の柔軟性を維持し

つつ臨機応変に」部隊を編成し、見事撃破してコラボ限定カードを手に入れましょう！ 

 

▼実施期間 

4月 6日（金）メンテナンス終了後～4月 20日（金）メンテナンス開始まで 

 



 

▼報酬 

レベル 階層名 報酬 

Lv1 同盟軍補給線 2500KP 

Lv2 ドヴェルグ星系 [UR]女神の寵愛 1枚 

Lv3 惑星レーシング軌道上 2500KP 

Lv4 ボルソルン星系 [SR]ブレイブの宝玉 

Lv5 惑星リューゲン軌道上 [GR]トリグラフ 

Lv6 アルヴィース星系 2500KP 

Lv7 ヴァンステイド星系 [UR]女神の寵愛 1枚 

Lv8 ビルロスト星系 2500KP 

Lv9 ヤヴァンハール星系 [UR]炎の宝玉 

Lv10 ドヴェルグ星系 [GR]アガートラム 

Lv11 アムリッツァ星域 同盟軍司令部 2500KP 

Lv12 アムリッツァ星域 同盟軍中央 [UR]女神の寵愛 1枚 

Lv13 アムリッツァ星域 同盟軍遊撃 2500KP 

Lv14 アムリッツァ星域 同盟軍左翼 [GR]シュトルムの宝玉 

Lv15 アムリッツァ星域 同盟軍右翼 [L]ヒューベリオン 

 

 

■『銀河英雄伝説』とは 

「銀河英雄伝説」は、1982年に第 1巻が刊行、本伝 10巻、外伝 5巻からなる人気作家・田中芳樹の大長編小説であ

る。 

 

数千年後の未来、果てしのない戦いを続ける人類たちの間に彗星のように現れた 2人の英雄――。この宿命の 2人

の戦いを中心に、壮大なスケールで銀河の歴史を描いたこの大河小説は、1988 年に劇場用長編「わが征くは星の大海」

で、アニメ化のスタートを切った。 

 

その年の 9月、本伝第 1期が制作され、毎週 1本 VHSが届けられる OVAの通信販売が始まった。この画期的なウィ

ークリービデオという形態での販売は、1998年の外伝「千億の星、千億の光」まで 10年にわたって続けられた。その間、

1992年に「黄金の翼」（OVA）、1993年に「新たなる戦いの序曲」（劇場公開）と 2本の長編シリーズも制作されている。ウ

ィークリービデオの販売終了後も、2000年まで外伝の制作が続けられ、本伝・外伝合わせて全165話という大長編となっ

た。 

 

世紀を跨ぎ、小説第 1巻が発行されて 30年以上が経つ現在でも、コミック、舞台劇、新作アニメーションなど様々なメ

ディアに展開され、ファンの裾野を更に広げている。 

 

■『ロードオブナイツ』とは 

『ロードオブナイツ』は、同盟と呼ばれるチームの仲間たちと協力して領地を獲得し、全土制覇を目指す大規模戦略カ

ードバトルゲームです。領地での街づくりや、同盟 vs同盟のリアルタイム対戦、敵対同盟との交渉など様々な遊び方が

楽しめます。 



幻想カードバトルストラテジー『ロードオブナイツ』 

【公式サイト】 

http://lordofknights.jp/ 

 

【AppStore】 

https://itunes.apple.com/jp/app/lord-of-knights/id477396335 

 

【GooglePlay】 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aiming.lordofknights 

 

【コピーライト表記】 

（C）Aiming Inc. All Rights Reserved. 

（C）田中芳樹・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ・らいとすたっふ・サントリー （C）加藤直之 
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