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【選べるボイス
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
つでも
 
男性ボイス：浪川大輔
⼥性ボイス：堀江由⾐
 
【1 人でも気軽に冒険！】
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。
 
【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。
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【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
①事前登録

事前登録キャンペーンの
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
・ルピィ
・50,000
・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）
・ウシのきぐるみセット（ウシになって戦える
・おだんご（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。
※ルピィ
※「ねこのしっぽ」は
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②最⾼レアリティの出現率が超絶神アップ
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▼「サービス記念ガチャ
https://lapichro.com/informati
 
③「サービス開始記念ログインボーナス

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。
 
▼「サービス開始記念
https://lapichro.com/information/post950/
※予定は予告なく変更する場合がございます。
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