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もう一人の自分に出逢える 異世界ライフ RPG『ラピクロ』
RPG『ラピクロ』
Android 版の
版のサービス
サービスが開始
開始！
今だけ！
今だけ！ガチャ
10 回分のルピィや限定アバターがもらえる！
回分のルピィや限定アバター がもらえる！
株式会社 Aiming（本社：東京都渋⾕区、代表取締役社⻑：椎葉
Aiming（本社：東京都渋⾕区、代表取締役社⻑：椎葉 忠志）は、スマートフォンゲ
ーム『ラピクロ（ラピナスクロニクル）』の Android 版のサービス
サービスを開始いたしましたこと
を開始いたしましたこと
を開始いたしましたことをお知らせいたしま
をお知らせいたしま
す。

Android 版のダウンロードはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aiming.lapichro

■事前登録者数 100 万人達成！異世界ライフ
万人
！異世界ライフ RPG『ラピクロ』とは？
『ラピクロ』とは？
『ラピクロ』
『ラピクロ』は、もう⼀⼈の自分になって異世界を冒険することができるオンライン
もう⼀⼈の自分になって異世界を冒険することができるオンライン RPG です。自由度⾼く
自由度⾼く
自分だけのキャラクターを作成し、1
自分だけのキャラクターを作成し、 ⼈でも、仲間とでも、広大な世界を冒険できることが特徴です。

【選べるボイス 豊富なアバター いつでもどこでもジョブチェンジ！】
自分の分身となるキャラクターは、豪華声優陣が演じる
自分の分身となるキャラクターは、豪華声優陣が演じる 6 種類のボイスと 100 種類以上のアバター
種類以上のアバターから
自由度⾼く作成できることがでます。また、冒険者、ソードマン、マジシャンなど
自由度⾼く作成できることがでます。また、冒険者、ソードマン、マジシャンなど 10 種類以上あるジョブはい
つでも
つでも（クエスト中でも！）
（クエスト中でも！）変更することができます。
変更することができます。
男性ボイス：浪川大輔 岡本信彦 KENN
⼥性ボイス：堀江由⾐ 小清水亜美 阿澄佳奈
【1 人でも気軽に冒険！】
ラピクロ
ラピクロの世界は数多くのクエストや大型ボスモンスターの討伐、広大なマップの探検など様々な遊びが
の世界は数多くのクエストや大型ボスモンスターの討伐、広大なマップの探検など様々な遊びが
満載で、いずれも１⼈でも気軽に冒険を楽しむ事が
満載で、いずれも１⼈でも気軽に冒険を楽しむ事ができます
できます。
【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。
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
ちょっと不安だけど…みんなとも遊びたいな
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
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ができます
仲間との自動マッチングで簡単にマルチプレイ ができます。クエスト限りの繋がりにするもよし、フレンドになる
。クエスト限りの繋がりにするもよし、フレンドになる
もよし、自分自身のスタイルに合わせてお楽しみください
もよし、自分自身のスタイルに合わせてお楽しみください。

【片手でらくらく簡単操作！オート戦闘！】
切り替え自由のオート戦闘で、移動中の操作やクエスト中などいつでもどこでもチャットが可能！仲間と
らくらくコミュニケーションを取ることができます。

■今だけの限定がたくさん！サービス開始を記念して各種キャンペーン実施中！！
【①事前登録
①事前登録 100 万人達成により豪華報酬プレゼント！
万人達成により豪華報酬プレゼント！】
事前登録キャンペーンの登録者数が当初の
事前登録キャンペーンの登録者数が当初の達成目標を
目標を大幅に上回り、
り、100 万⼈を
万⼈を達成することがで
達成することがで
きました。報酬として
きました。報酬としてガチャ 10 回分のルピィや限定アバターをプレゼントいたします。今しか手に入らないア
イテムがゲットできるこのチャンスをお⾒逃しなく！

＜報酬⼀覧
報酬⼀覧＞
・ルピィ 50 個（ガチャが 10 回利⽤可能）
・50,000
50,000 ゴールド（装備強化やアイテム購入に使⽤
ゴールド 装備強化やアイテム購入に使⽤
装備強化やアイテム購入に使⽤）
・ドリームキャップ
・ドリームキャップ（おそろいコーデが楽しめる頭アバター
おそろいコーデが楽しめる頭アバター
おそろいコーデが楽しめる頭アバター）
・ウシのきぐるみセット
・ウシのきぐるみセット（ウシになって戦える
ウシになって戦える?!アバター
アバター3 点セット）
点セット
・おだんご
・おだんご（春を満喫できるカワイイ顔アバター
春を満喫できるカワイイ顔アバター
春を満喫できるカワイイ顔アバター）
・ねこのしっぽ（リボンがついた可愛らしいしっぽアバター）
※報酬はゲーム内下部「メニュー」⇒「ホーム」⇒「ギフト」から受け取ることができます。
報酬はゲーム内下部「メニュー」⇒「ホーム」⇒「ギフト」から受け取ることができます。
※ルピィ 5 個でガチャを 1 回利⽤できます。
※「ねこのしっぽ」は Twitter 上の RT キャンペーンで
キャンペーンでの報酬です。
報酬です。

【②最⾼レアリティの出現率が超絶神アップ『サービス
最⾼レアリティの出現率が超絶神アップ『サービス
最⾼レアリティの出現率が超絶神アップ『サービス開始
開始記念ガチャ』を実施！
記念ガチャ』を実施！】

RT
RT（リツイート）ガチャキャンペーンが最終目標で
（リツイート）ガチャキャンペーンが最終目標で
（リツイート）ガチャキャンペーンが最終目標である 3,000RT を達成いたしましたので、最⾼レアリ
ティである UR 武器の出現率の超絶神アップ（
武器の出現率の超絶神アップ（20％）が決定いたしました。
が決定いたしました。こちらの『サービス
が決定いたしました。こちらの『サービス開始
開始記念
ガチャ』
ガチャ』はお⼀⼈さま
お⼀⼈さま 10 回限定でご利⽤いただけます
回限定 ご利⽤いただけます。UR
UR 武器が入手しやすくなった
が入手しやすくなった
が入手しやすくなったこのビッグチャンス
このビッグチャンスに
ゲームを有利に進めましょう！
※『サービス
※『サービス開始記念ガチャ』の詳細はこちら：
記念ガチャ』の詳細はこちら：
https://lapichro.com/information/post281/
【③『スタートダッシュログインボーナス』でお得にゲームスタート！
『スタートダッシュログインボーナス』でお得にゲームスタート！
『スタートダッシュログインボーナス』でお得にゲームスタート！】

さらに、サービス開始記念として、ガチャに利⽤できるルピィや強⼒な
さらに、サービス開始記念として、ガチャに利⽤できるルピィや強⼒な UR 装備「ラフィアの六翼」
「ラフィアの六翼」がもらえ
がもらえ
るログインボーナスキャンペーンを実施いたします。
るログインボーナスキャンペーンを実施いたします。ログイン日数に応じて
ログイン日数に応じて最大
最大 12 個のルピィを獲得できます
のルピィを獲得できます
ので、この機会
ので、この機会にぜひスタートダッシュを決めてください
にぜひスタートダッシュを決めてください
にぜひスタートダッシュを決めてください！
＜ボーナス⼀覧＞
・ルピィ
・ルピィ(最大)12 個（ルピィ
個
5 個でガチャ 1 回が利⽤可能
回が利⽤可能）
・ラフィアの六翼（美しく強⼒な背中アバター）
ラフィアの六翼（美しく強⼒な背中アバター）
・虹の聖結晶（スキルを強化するアイテム）
・聖霊の実（
聖霊の実（MP を回復するアイテム）
・妖精の涙（
妖精の涙（HP を回復するアイテム）
・15,000
15,000 ゴールド（装備強化やアイテム購入に使⽤
ゴールド（装備強化やアイテム購入に使⽤
装備強化やアイテム購入に使⽤）
※『スタートダッシュログインボーナス』の詳細はこちら：
https://lapichro.com/information/post283/
なお、
なお、iOS 版も近日中のサービス開始を予定しております。

※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』
：『ラピクロ』

ジ

ャ

ン

ル：異世界ライフ
：異世界ライフ RPG

対

象

O S：
：iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上

サ ー ビ ス 開 始：iOS
：iOS 2017 年 3 月中旬
Android 2017 年 3 月 14 日（火）
予 定 価

格：無料（コンテンツ内課⾦あり）
：無料（コンテンツ内課⾦あり）

●『ラピクロ』
『ラピクロ』Android
Android 版ダウンロード
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aiming.lapichro

●『ラピクロ』公式サイト
お知らせやゲーム情報をお届け！
URL：
：https://lapichro.com/
https://lapichro.com/
●『ラピクロ』公式 Twitter
最新情報をお届けしたり、
最新情報をお届けしたり、Twitter
Twitter でのキャンペーン
でのキャンペーンも開催！
開催！
URL：
：https://twitter.com/Lapichro
https://twitter.com/Lapichro
ID：
：@ Lapichro
ハ ッ シ ュ タ グ：
：#ラピクロ
●『ラピクロ』公式 LINE@
“友達登録
友達登録”をしてお得な情報をゲットしよう！
をしてお得な情報をゲットしよう！
URL: https://line.me/ti/p/@lga4291s
ID：
：@lapichro
アカウント名：ラピクロ
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