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■ラピクロとは
ラピクロは、

上のアバターの組み合わせから、無限のキャラクター作成を⾏えます。
広大なラピクロの世界では、ストーリークエストから大型モンスター討伐まで豊富なコンテンツがあり、いず

れも 1
動マッチングするシステムにより、あいさつ不要で気楽にオンラインゲームの醍醐味を体験できます。
この世界でどう生きるかはあなたしだい！さぁ、もう
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鎧から着ぐるみまで、
し、個性的も良し！⾒た目だけが変更できる機能があるため、⾃由におしゃれが楽しめます。
 
【いつでもどこでも気軽にジョブチェンジ】
冒険者、ソードマン、マジシャンなど
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【自動マッチングでみんなと気軽にマルチプレイ】
気づけば友ができていた。ちょっと不安だけど…みんなとも遊びたいなという⽅も大丈夫！同じ目的の仲間
との⾃動マッチングで簡単にマルチプレイで遊べます。
し、⾃分⾃身のスタイルに合わせた遊び⽅が可能です。
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切り替え⾃由のオート戦闘で、移動中の操作やクエスト
くらくコミュニケー
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事前登録開始を記念して、他のプレイヤーとお揃いコーデが楽しめる「ドリームキャップ」を正式サービス開
始後に期間限定でみなさまにプレゼントいたします。
 
また、
の報酬が増加していくキャンペーンを実施いたします。
 
・3 万⼈
・5 万⼈
・10 万⼈：ルピィ
・20 万⼈：ルピィ
・30 万⼈：ルピィ
・40 万⼈：ウシの着ぐるみセット
※ルピィ
 
『ラピクロ』事前登録報酬
 
 
【最⾼レアリティの確率が超絶神アップ？！

 
対象ツイートのリツイート
確率が超絶神アップするキャンペーン
会にぜひキャンペーンへご参加ください。
 
『ラピクロ』

事前登録開始を記念して、他のプレイヤーとお揃いコーデが楽しめる「ドリームキャップ」を正式サービス開
始後に期間限定でみなさまにプレゼントいたします。
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『ラピクロ』事前登録報酬

最⾼レアリティの確率が超絶神アップ？！

対象ツイートのリツイート
確率が超絶神アップするキャンペーン
会にぜひキャンペーンへご参加ください。

『ラピクロ』RT ガチャキャンペーン

事前登録開始を記念して、他のプレイヤーとお揃いコーデが楽しめる「ドリームキャップ」を正式サービス開
始後に期間限定でみなさまにプレゼントいたします。
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万⼈：ルピィ 10 個 
万⼈：ウシの着ぐるみセット

個でガチャを 1 回まわせます。

『ラピクロ』事前登録報酬：https://lapichro.com/#registration
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「ルピィ」や限定アバター「ウシの着ぐるみセット」など

https://lapichro.com/#registration

で「RT ガチャキャンペーン」実施中！

数に応じて、リリース時に開催される RT ガチャの最高レアリティ装備の出現
を実施いたします。スタートダッシュを決められるこの機

https://lapichro.com/#rt-gacha

事前登録開始を記念して、他のプレイヤーとお揃いコーデが楽しめる「ドリームキャップ」を正式サービス開

限定アバター「ウシの着ぐるみセット」など

-privilege 

ガチャキャンペーン」実施中！

ガチャの最高レアリティ装備の出現
を実施いたします。スタートダッシュを決められるこの機

gacha-campaign

事前登録開始を記念して、他のプレイヤーとお揃いコーデが楽しめる「ドリームキャップ」を正式サービス開

限定アバター「ウシの着ぐるみセット」など

 

ガチャキャンペーン」実施中！】 

ガチャの最高レアリティ装備の出現
を実施いたします。スタートダッシュを決められるこの機

campaign 

事前登録開始を記念して、他のプレイヤーとお揃いコーデが楽しめる「ドリームキャップ」を正式サービス開

限定アバター「ウシの着ぐるみセット」など

 

ガチャの最高レアリティ装備の出現
を実施いたします。スタートダッシュを決められるこの機



【公式

 
ラピクロの
川大輔さんや堀江由⾐さんなどのサイン色紙が抽選でもらえる「
ここでしか⼿に入らない特別なサイン色紙ですので、ふるってご応募ください。
 
『ラピクロ』
 
※予定は予告なく変更する場合がございます。
 
＜アプリ概要＞
タイトル：ラピクロ
ジャンル：異世界ライフ
配信時期：
価格：無料
対応 
 
『ラピクロ』公式サイト：
『ラピクロ』公式
『ラピクロ』公式
 
コピーライト表記
©Aiming inc.©FunYours Technology Co.,Ltd.
 

公式 Twitter をフォロー

ラピクロの Twitter
川大輔さんや堀江由⾐さんなどのサイン色紙が抽選でもらえる「
ここでしか⼿に入らない特別なサイン色紙ですので、ふるってご応募ください。

『ラピクロ』プレゼント

※予定は予告なく変更する場合がございます。

＜アプリ概要＞ 
タイトル：ラピクロ 
ジャンル：異世界ライフ
配信時期：2017
価格：無料(コンテンツ内課⾦あり

 OS：iOS/Android

『ラピクロ』公式サイト：
『ラピクロ』公式 Twitter
『ラピクロ』公式 LINE@

コピーライト表記 
Aiming inc.©FunYours Technology Co.,Ltd.

をフォロー&リツイートで、

Twitter アカウントをフォローして、対象ツイートをリツイートするとプレイヤーボイスを担当した浪
川大輔さんや堀江由⾐さんなどのサイン色紙が抽選でもらえる「
ここでしか⼿に入らない特別なサイン色紙ですので、ふるってご応募ください。

プレゼントキャンペーン：

※予定は予告なく変更する場合がございます。

 
ジャンル：異世界ライフ RPG 

2017 年春(予定)
コンテンツ内課⾦あり

iOS/Android 

『ラピクロ』公式サイト：https://lapichro.com/
Twitter：https://twitter.com/Lapichro
LINE@：@lapichro

Aiming inc.©FunYours Technology Co.,Ltd.

リツイートで、豪華声優陣

アカウントをフォローして、対象ツイートをリツイートするとプレイヤーボイスを担当した浪
川大輔さんや堀江由⾐さんなどのサイン色紙が抽選でもらえる「
ここでしか⼿に入らない特別なサイン色紙ですので、ふるってご応募ください。

：https://lapichro.com/present

※予定は予告なく変更する場合がございます。

) 
コンテンツ内課⾦あり) 

https://lapichro.com/
https://twitter.com/Lapichro
@lapichro 

Aiming inc.©FunYours Technology Co.,Ltd.

豪華声優陣のサイン色紙が当たる！

アカウントをフォローして、対象ツイートをリツイートするとプレイヤーボイスを担当した浪
川大輔さんや堀江由⾐さんなどのサイン色紙が抽選でもらえる「
ここでしか⼿に入らない特別なサイン色紙ですので、ふるってご応募ください。

https://lapichro.com/present

※予定は予告なく変更する場合がございます。 

https://lapichro.com/ 
https://twitter.com/Lapichro

Aiming inc.©FunYours Technology Co.,Ltd. 

のサイン色紙が当たる！

アカウントをフォローして、対象ツイートをリツイートするとプレイヤーボイスを担当した浪
川大輔さんや堀江由⾐さんなどのサイン色紙が抽選でもらえる「プレゼント
ここでしか⼿に入らない特別なサイン色紙ですので、ふるってご応募ください。

https://lapichro.com/present-

https://twitter.com/Lapichro 

 

のサイン色紙が当たる！】 

アカウントをフォローして、対象ツイートをリツイートするとプレイヤーボイスを担当した浪
プレゼントキャンペーン」を実施いたします。

ここでしか⼿に入らない特別なサイン色紙ですので、ふるってご応募ください。 

-campaign/

 

アカウントをフォローして、対象ツイートをリツイートするとプレイヤーボイスを担当した浪
キャンペーン」を実施いたします。

campaign/ 

 

アカウントをフォローして、対象ツイートをリツイートするとプレイヤーボイスを担当した浪
キャンペーン」を実施いたします。


