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○対象キャラクター 
5 月 1 日（月）0:00 以降、ゲームへログインしていないキャラクター 
 
○開催期間 
6 月 30 日（⾦）23:59 まで ※予定 
※ルピィはゲーム内下部「メニュー」⇒「ホーム」⇒「ギフト」から受け取ることができます。 
 
また、今回はいつもラピクロを遊んでくださっているみなさまにも感謝の気持ちを込めてルピィ 30 個をプレゼ
ントいたします！ぜひゲームにログインしてプレゼントを受け取ってください。 
 
▼「カムバックキャンペーン」の詳細はこちら： 
httpst//lapichro.com/information/post1284/ 

 
■ゲーム内の機能がより使いやすくなりました！ 
リリース当初からみなさまにいただいたご意⾒をもとに、ゲーム機能の改善やゲームバランスの⾒直しを随時
⾏っております。本日 6 月 1 日（木）の更新では、「アイテム売却」利便性向上などの改善を⾏っており
ます。引き続きゲーム機能の改善を進めてまいりますが、カムバックキャンペーンを開催しているこの機会に
ぜひ⼀度進捗をお確かめください。今後も改修内容については公式サイトで随時ご案内していきます。み
なさまによりお楽しみいただけるゲームを目指して邁進してまいりますので、今後とも『ラピクロ』をよろしくお
願いいたします！ 
 
▼今回のアップデート情報の詳細はこちら： 
httpst//lapichro.com/information/post1286/ 

 
■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！ 
 
 
 
 



＜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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