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■『軌跡シリーズ』コラボ
大巨編ストーリー
クリアだけでゲットできるアバターが
可能となっておりますので、
 

報道関係者各位 

もう一人の自分に出逢える

人気 RPG『空の軌跡
ログインやクエストクリアで限定アバターをゲットしよう

株式会社 Aiming
マートフォン（iOS/Android
巨編ストーリーRPG

開始したことをお知らせいたします。

『軌跡シリーズ』コラボ
大巨編ストーリーRPG
クリアだけでゲットできるアバターが
可能となっておりますので、

 

もう一人の自分に出逢える

『空の軌跡
ログインやクエストクリアで限定アバターをゲットしよう

Aiming（本社：東京都渋⾕区、代表取締役社⻑：椎葉忠志、以下「当社」）は、ス
iOS/Android）向け異世界ライフ
RPG『英雄伝説 

したことをお知らせいたします。

『軌跡シリーズ』コラボ開始
RPG『軌跡シリーズ』のキャラクターが『ラピクロ』の世界に登場しま

クリアだけでゲットできるアバターが
可能となっておりますので、ぜひこの機会

もう一人の自分に出逢える

『空の軌跡 SC』＆
ログインやクエストクリアで限定アバターをゲットしよう

（本社：東京都渋⾕区、代表取締役社⻑：椎葉忠志、以下「当社」）は、ス
）向け異世界ライフ

 空の軌跡 SC
したことをお知らせいたします。 

開始！ログインやクエストで限定アバターが
『軌跡シリーズ』のキャラクターが『ラピクロ』の世界に登場しま

クリアだけでゲットできるアバターが複数登場。もちろん、
この機会をお⾒逃しなく！

もう一人の自分に出逢える 異世界ライフ

＆『閃の軌跡
ログインやクエストクリアで限定アバターをゲットしよう

（本社：東京都渋⾕区、代表取締役社⻑：椎葉忠志、以下「当社」）は、ス
）向け異世界ライフ RPG『ラピクロ（ラピナスクロニクル）』にて、人気の大

SC』、『英雄伝説

ログインやクエストで限定アバターが
『軌跡シリーズ』のキャラクターが『ラピクロ』の世界に登場しま

もちろん、『ラピクロ』をはじめたばかりの方でも
お⾒逃しなく！ 

異世界ライフ RPG

『閃の軌跡 II
ログインやクエストクリアで限定アバターをゲットしよう

（本社：東京都渋⾕区、代表取締役社⻑：椎葉忠志、以下「当社」）は、ス
『ラピクロ（ラピナスクロニクル）』にて、人気の大

』、『英雄伝説 閃の軌跡

ログインやクエストで限定アバターが
『軌跡シリーズ』のキャラクターが『ラピクロ』の世界に登場しま

『ラピクロ』をはじめたばかりの方でも
 

2017 年
株式会社

RPG『ラピクロ』
II』とのコラボ開始！

ログインやクエストクリアで限定アバターをゲットしよう

（本社：東京都渋⾕区、代表取締役社⻑：椎葉忠志、以下「当社」）は、ス
『ラピクロ（ラピナスクロニクル）』にて、人気の大

閃の軌跡 II』との期間限定コラボイベント

ログインやクエストで限定アバターが全員もらえる！
『軌跡シリーズ』のキャラクターが『ラピクロ』の世界に登場します。

『ラピクロ』をはじめたばかりの方でも
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『ラピクロ』 
コラボ開始！

ログインやクエストクリアで限定アバターをゲットしよう！

（本社：東京都渋⾕区、代表取締役社⻑：椎葉忠志、以下「当社」）は、ス
『ラピクロ（ラピナスクロニクル）』にて、人気の大

』との期間限定コラボイベント

全員もらえる！
。ログインやクエスト

『ラピクロ』をはじめたばかりの方でも簡単に入手
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Aiming 

コラボ開始！ 
！ 

（本社：東京都渋⾕区、代表取締役社⻑：椎葉忠志、以下「当社」）は、ス
『ラピクロ（ラピナスクロニクル）』にて、人気の大

』との期間限定コラボイベント

 

全員もらえる！ 
ログインやクエスト

簡単に入手



 

 

・開催期間
5 月 17
 
■コラボ記念「ログインキャンペーン」

 
ログイン日数に応じて「みっしぃきぐるみ」や頭に乗せることができるカワイイ頭アバター「みっしぃドール」を手
に入れることができます。軌跡シリーズのマスコットキャラ「みっしぃ」になりきって、ゆるーく冒険に出かけましょ
う！ 
 

 
※「みっしぃきぐるみ」と「みっしぃドール」は、男⼥共通装備となります。
 
▼「ログインキャンペーン」の詳細はこちら：
https://lapichro.co//infor/ation/post1125/

 

・開催期間 
17 日（水）メンテナンス

コラボ記念「ログインキャンペーン」

ログイン日数に応じて「みっしぃきぐるみ」や頭に乗せることができるカワイイ頭アバター「みっしぃドール」を手
に入れることができます。軌跡シリーズのマスコットキャラ「みっしぃ」になりきって、ゆるーく冒険に出かけましょ

 

※「みっしぃきぐるみ」と「みっしぃドール」は、男⼥共通装備となります。

▼「ログインキャンペーン」の詳細はこちら：
https://lapichro.co//infor/ation/post1125/

 

）メンテナンス開始

コラボ記念「ログインキャンペーン」

ログイン日数に応じて「みっしぃきぐるみ」や頭に乗せることができるカワイイ頭アバター「みっしぃドール」を手
に入れることができます。軌跡シリーズのマスコットキャラ「みっしぃ」になりきって、ゆるーく冒険に出かけましょ

▲みっしぃきぐるみ（左）／みっしぃドール（右）

※「みっしぃきぐるみ」と「みっしぃドール」は、男⼥共通装備となります。

▼「ログインキャンペーン」の詳細はこちら：
https://lapichro.co//infor/ation/post1125/

 

開始まで 

コラボ記念「ログインキャンペーン」で、可愛い

ログイン日数に応じて「みっしぃきぐるみ」や頭に乗せることができるカワイイ頭アバター「みっしぃドール」を手
に入れることができます。軌跡シリーズのマスコットキャラ「みっしぃ」になりきって、ゆるーく冒険に出かけましょ

▲みっしぃきぐるみ（左）／みっしぃドール（右）

※「みっしぃきぐるみ」と「みっしぃドール」は、男⼥共通装備となります。

▼「ログインキャンペーン」の詳細はこちら： 
https://lapichro.co//infor/ation/post1125/

  

、可愛い「みっしぃ」装備

ログイン日数に応じて「みっしぃきぐるみ」や頭に乗せることができるカワイイ頭アバター「みっしぃドール」を手
に入れることができます。軌跡シリーズのマスコットキャラ「みっしぃ」になりきって、ゆるーく冒険に出かけましょ

 
▲みっしぃきぐるみ（左）／みっしぃドール（右）

※「みっしぃきぐるみ」と「みっしぃドール」は、男⼥共通装備となります。

https://lapichro.co//infor/ation/post1125/ 

「みっしぃ」装備

ログイン日数に応じて「みっしぃきぐるみ」や頭に乗せることができるカワイイ頭アバター「みっしぃドール」を手
に入れることができます。軌跡シリーズのマスコットキャラ「みっしぃ」になりきって、ゆるーく冒険に出かけましょ

▲みっしぃきぐるみ（左）／みっしぃドール（右）

※「みっしぃきぐるみ」と「みっしぃドール」は、男⼥共通装備となります。 

「みっしぃ」装備 2 種が全員もらえる！

ログイン日数に応じて「みっしぃきぐるみ」や頭に乗せることができるカワイイ頭アバター「みっしぃドール」を手
に入れることができます。軌跡シリーズのマスコットキャラ「みっしぃ」になりきって、ゆるーく冒険に出かけましょ

▲みっしぃきぐるみ（左）／みっしぃドール（右） 

が全員もらえる！

ログイン日数に応じて「みっしぃきぐるみ」や頭に乗せることができるカワイイ頭アバター「みっしぃドール」を手
に入れることができます。軌跡シリーズのマスコットキャラ「みっしぃ」になりきって、ゆるーく冒険に出かけましょ

が全員もらえる！ 

 

ログイン日数に応じて「みっしぃきぐるみ」や頭に乗せることができるカワイイ頭アバター「みっしぃドール」を手
に入れることができます。軌跡シリーズのマスコットキャラ「みっしぃ」になりきって、ゆるーく冒険に出かけましょ

 



 

 

■ルピィガチャ「軌跡シリーズパック」

 
大人気キャラクター
が登場いた
とい、ラピクロの世界を駆け巡
 
▼「エステル・ブライト

 
※「エステル・ブライト」
 

ルピィガチャ「軌跡シリーズパック」

大人気キャラクター
が登場いたします。

ラピクロの世界を駆け巡

エステル・ブライト

▲エステル・ブライトアバター（左）／

※「エステル・ブライト」
 

ルピィガチャ「軌跡シリーズパック」

大人気キャラクター「エステル・ブライト」
します。コラボ武器（

ラピクロの世界を駆け巡りましょ

エステル・ブライト」 

エステル・ブライトアバター（左）／

※「エステル・ブライト」アバター装備は、⼥性キャラクター専⽤装備となります。
 

ルピィガチャ「軌跡シリーズパック」 エステル＆リィンのアバターが登場！

・ブライト」と「リィン
（UR）にはなんと
りましょう！ 

エステル・ブライトアバター（左）／

装備は、⼥性キャラクター専⽤装備となります。
  

エステル＆リィンのアバターが登場！

リィン・シュバルツァー」の
なんと専⽤の強⼒なスキル

 
エステル・ブライトアバター（左）／ [UR] 

装備は、⼥性キャラクター専⽤装備となります。

エステル＆リィンのアバターが登場！

・シュバルツァー」の武器や
の強⼒なスキル付き

[UR] リニアグリップの専⽤

装備は、⼥性キャラクター専⽤装備となります。

エステル＆リィンのアバターが登場！

武器やアバターが手に入る
付き。伝説の英雄の装備を身にま

の専⽤スキル（右）

装備は、⼥性キャラクター専⽤装備となります。 

エステル＆リィンのアバターが登場！ 

手に入るコラボガチャ
伝説の英雄の装備を身にま

スキル（右） 

 

コラボガチャ
伝説の英雄の装備を身にま

 



 

 

▼「リィン・シュバルツァー
 

※「リィン・シュバルツァー」
 
▼「軌跡シリーズパック
https://lapichro.co//infor/ation/post1129/

 
■コラボクエスト「怪盗紳士からの挑戦」

 
コラボクエスト
各難易度をクリアする
モンスター
 

リィン・シュバルツァー

▲リィン・シュバルツァーアバター（左）／

※「リィン・シュバルツァー」

▼「軌跡シリーズパック
https://lapichro.co//infor/ation/post1129/

■コラボクエスト「怪盗紳士からの挑戦」

コラボクエスト「怪盗紳士からの挑戦」
各難易度をクリアする
モンスターたちを従えたブルブランを倒し、豪華な報酬

リィン・シュバルツァー」 

▲リィン・シュバルツァーアバター（左）／

※「リィン・シュバルツァー」アバター

▼「軌跡シリーズパック」の詳細はこちら：
https://lapichro.co//infor/ation/post1129/

■コラボクエスト「怪盗紳士からの挑戦」

「怪盗紳士からの挑戦」
各難易度をクリアするとボスキャラクター「

を従えたブルブランを倒し、豪華な報酬

▲リィン・シュバルツァーアバター（左）／

アバター装備は、男性キャラクター専⽤装備となります。

」の詳細はこちら： 
https://lapichro.co//infor/ation/post1129/

■コラボクエスト「怪盗紳士からの挑戦」

「怪盗紳士からの挑戦」では初級・中級・上級の
ボスキャラクター「ブルブラン

を従えたブルブランを倒し、豪華な報酬

 
▲リィン・シュバルツァーアバター（左）／ [UR] 

  
装備は、男性キャラクター専⽤装備となります。

https://lapichro.co//infor/ation/post1129/ 

■コラボクエスト「怪盗紳士からの挑戦」 クエストクリアでブルブランの装備をゲット！

初級・中級・上級の
ブルブラン」のアバターを入手することが

を従えたブルブランを倒し、豪華な報酬を手に入れ

[UR] 風斬りの専⽤

装備は、男性キャラクター専⽤装備となります。

クエストクリアでブルブランの装備をゲット！

初級・中級・上級の3つの難易度
アバターを入手することが
を手に入れましょう！

の専⽤スキル（右）

装備は、男性キャラクター専⽤装備となります。 

クエストクリアでブルブランの装備をゲット！

難易度のクエストが⽤意されており、
アバターを入手することができます。ラピナス大陸の

！ 

スキル（右） 

クエストクリアでブルブランの装備をゲット！

のクエストが⽤意されており、
できます。ラピナス大陸の

 

クエストクリアでブルブランの装備をゲット！ 

 

のクエストが⽤意されており、
できます。ラピナス大陸の



 

 

 
▼「怪盗紳士からの挑戦
https://lapichro.co//infor/ation/post1122/

 
■ポムドールをゲットして一緒に冒険しよう！

 
コラボ
イニングポムを頭に乗せる
れるシャイニングポムを探しだし、コラボ限定
 

▼「怪盗紳士からの挑戦
https://lapichro.co//infor/ation/post1122/

ポムドールをゲットして一緒に冒険しよう！

コラボ期間中、「シャイニングポム」がフィールドの
イニングポムを頭に乗せる
れるシャイニングポムを探しだし、コラボ限定

※「ブルブラン」

▼「怪盗紳士からの挑戦」の詳細はこちら：
https://lapichro.co//infor/ation/post1122/

ポムドールをゲットして一緒に冒険しよう！

「シャイニングポム」がフィールドの
イニングポムを頭に乗せることができる頭
れるシャイニングポムを探しだし、コラボ限定

※「ブルブラン」アバター

」の詳細はこちら： 
https://lapichro.co//infor/ation/post1122/

ポムドールをゲットして一緒に冒険しよう！

「シャイニングポム」がフィールドの
ことができる頭アバター「ポムドール」を手に入れることができます

れるシャイニングポムを探しだし、コラボ限定アバターをゲットしましょう！

アバター装備は、男⼥共通装備となります。

 
https://lapichro.co//infor/ation/post1122/ 

ポムドールをゲットして一緒に冒険しよう！コラボイベント

「シャイニングポム」がフィールドの様々な場所
アバター「ポムドール」を手に入れることができます

アバターをゲットしましょう！

装備は、男⼥共通装備となります。

コラボイベント「シャイニングポムを探せ！」

様々な場所に出現します。
アバター「ポムドール」を手に入れることができます

アバターをゲットしましょう！ 

 
装備は、男⼥共通装備となります。 

「シャイニングポムを探せ！」

に出現します。シャイニングポムを倒すと、
アバター「ポムドール」を手に入れることができます

 

「シャイニングポムを探せ！」

シャイニングポムを倒すと、
アバター「ポムドール」を手に入れることができます。フィールドに現

「シャイニングポムを探せ！」 

 

シャイニングポムを倒すと、シャ
フィールドに現



 

 

 
▼「シャイニングポムを探せ！
https://lapichro.co//infor/ation/post1127/

 
 
■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
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
されています。
 
■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
種類以上のジョブ、
ことが特徴です
コンテンツがあり、いずれも
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
出かけましょう！
 
 

▼「シャイニングポムを探せ！
https://lapichro.co//infor/ation/post1127/

■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
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
されています。 

■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
種類以上のジョブ、
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
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
出かけましょう！ 

※「ポムドール」は、男⼥共通装備となります。

▼「シャイニングポムを探せ！」の詳細はこちら：
https://lapichro.co//infor/ation/post1127/

■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
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

 
ラピクロとは、もう⼀人の⾃分に出逢える異世界ライフ
種類以上のジョブ、100 種類以上のアバターから

。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

※「ポムドール」は、男⼥共通装備となります。

」の詳細はこちら：
https://lapichro.co//infor/ation/post1127/

壮大なスケールで描かれる日本ファルコム原作
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RPG

ラピクロとは、もう⼀人の⾃分に出逢える異世界ライフ
種類以上のアバターから

。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
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

※「ポムドール」は、男⼥共通装備となります。

」の詳細はこちら： 
https://lapichro.co//infor/ation/post1127/ 

壮大なスケールで描かれる日本ファルコム原作の大巨編ストーリー
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

RPG の最高峰として広く世界中のゲームユーザーから支持

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
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

。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
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

※「ポムドール」は、男⼥共通装備となります。

ストーリーRPG。描かれる主人公たちの成⻑の
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

の最高峰として広く世界中のゲームユーザーから支持

RPG です。6 種類の豪華声優陣によるボイス、
、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

。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
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

 
※「ポムドール」は、男⼥共通装備となります。 

。描かれる主人公たちの成⻑の
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

の最高峰として広く世界中のゲームユーザーから支持

種類の豪華声優陣によるボイス、
、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

。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
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
人の⾃分に逢いに、異世界へ冒険に

。描かれる主人公たちの成⻑の
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

の最高峰として広く世界中のゲームユーザーから支持

種類の豪華声優陣によるボイス、
、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

。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
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
人の⾃分に逢いに、異世界へ冒険に

。描かれる主人公たちの成⻑の
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

の最高峰として広く世界中のゲームユーザーから支持

種類の豪華声優陣によるボイス、10
、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

。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
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
人の⾃分に逢いに、異世界へ冒険に



 

 

＜アプリ概要＞ 
タ イ ト ル：『ラピクロ』 
ジ ャ ン ル：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 2017 年 4 月 5 日（水） 
            Android 2017 年 3 月 14 日（火） 
予 定 価 格：無料（コンテンツ内課⾦あり） 
 
●公式サイト 
URL：https://lapichro.com/ 
 
●公式 Twitter 
URL：https://twitter.com/Lapichro 
ハッシュタグ：#ラピクロ 
 
●公式 LINE@  
URL: https://line.me/ti/p/@lga4291s 
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