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【軌跡シリーズとは】

壮大なスケールで描かれる日本ファルコム原作
の物語は、シリーズを通して、まるで⻑編⼩説のように展開していきます。細部にまで徹底的にこだわり抜
いた「軌跡シリーズ」を貫く作品性が、ストーリー
持されています。
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■ラピクロとは 

ラピクロとは、もう⼀人の⾃分に出逢える異世界ライフ RPG です。6 種類の豪華声優陣によるボイス、
10 種類以上のジョブ、100 種類以上のアバターから、⾃分の分身となるキャラクターを作成することがで
きることが特徴です。また、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 人でも仲間とも手軽に楽しむことができ、協⼒プレイの初⼼者でも、同じ
目的の他のプレイヤーと⾃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 1 人の⾃分に逢いに、異世界へ冒
険に出かけましょう！ 
 
※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 RPG 
配信時期：2017 年春(予定) 
価格：無料(コンテンツ内課⾦あり) 
対応 OS：iOS/Android 
 
『ラピクロ』公式サイト：https://lapichro.com/ 
『ラピクロ』公式 Twitter：https://twitter.com/Lapichro 
『ラピクロ』公式 LINE@：@lapichro 
 
コピーライト表記 
©Aiming inc.©FunYours Technology Co.,Ltd. 


