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スマートフォン向け本格オンライン RPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、 

2016 年 3 月 15 日（火）に、新ジョブ「魔導剣士」をはじめとする大型アップデートや、記念キャ

ンペーンの開催を含むアップデートを実施したことをお知らせいたします。 

 

 

 

＜春の大型アップデート第 2 弾実施！＞ 

 
【新ジョブ「魔導剣士」追加】 

新ジョブ「魔導剣士」を取得できるクエスト「魔導剣士への転生」が登場！ 

「魔剣/天錘/ワンド」を得意とし、大剣とロッドも扱える、 

物理攻撃もできる魔法のスペシャリスト「魔導剣士」を目指そう！ 

 

【ルシェメル大陸「シナリオ 3 章」追加】 

ニーアに隠された真実とは…？再び現れた仮面の男の目的とは…？ 

スマホ向け本格オンライン RPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』 
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見どころ満載のシナリオ 3 章を今すぐプレイしよう！ 

 

【ルシェメル大陸「森林エリア」追加】 

新たに冒険ができるエリア「森林」が広がり、新大陸で受諾可能なクエストが追加！ 

複雑に入り組んだ地形や新たな状態異常「毒」の脅威が一行の行く手を阻む！ 

 

【「闇神獣の覚醒」登場】 

 
新天候「漆黒の闇」と共に、「闇神獣ヴィレイン」が来襲！ 

期間限定の天候「聖なる光」を有効に使って闇神獣を討伐しよう！ 

強力な闇神獣装備も手に入るぞ！ 

 

[開催期間] 3 月 15 日(火)メンテナンス後～4 月 4 日(月)23:59 まで 

 

【記憶のメダルに「モンスターメダル」追加】 

シックスセンスとして使用することができる「モンスターメダル」が新登場！ 

一部のエネミーを討伐することで手に入ります。 

 

【「ジョブメダル交換キャンペーン」開催】 

期間中は対象武器を売却した際にキャンペーン限定の「記憶のメダル」が手に入ります。 

究極武器を売却した場合は 5 枚、至高(至高 改)武器を売却した場合は 1 枚のメダルが 

手に入ります。 

 

[開催期間]3 月 15 日(火)メンテナンス後～4 月 26 日(火)メンテナンスまで 

 

 

＜大型アップデート記念！「魔晶石 1.5 倍増量キャンペーン」開催！＞ 
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期間中、ショップで購入できる魔晶石が下記のとおり増量されます。 

●価格：￥1,800 

魔晶石 27 個 → 41 個（+14 個） 

●価格：￥4,800 

魔晶石 74 個 → 111 個（+37 個） 

●価格：￥8,400 

魔晶石 135 個 → 203 個（+68 個） 

※上記数量以外の購入は増量対象外となります。 

 

[開催期間] 3 月 15 日(火)メンテナンス後～3 月 21 日(月)23:59 まで 

 

 

＜大型アップデート記念！「豪華カムバックキャンペーン」開催！＞ 

 

今ゲームに戻ってくると、豪華ギフトをプレゼント！ 

「魔晶石 20 個」、「究極 鍛錬ソード 10 個」、「300 万 Poro」がもらえます。 

※2/15(月)0:00 以降ログインしていないキャラクターが対象となります。 

[開催期間] 3 月 15 日(火)メンテナンス後～4 月 12 日(火)メンテナンスまで 
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＜大型アップデート記念！「4 大キャンペーン」開催！＞ 

 
 

【スキルレベル上昇確率 UP】 

期間中、同じスキルの武器・防具・アクセサリーの強化合成による 

「スキルレベルアップ」確率が上昇します。 

 

[開催期間] 3 月 15 日(火)メンテナンス後～3 月 29 日(火)メンテナンスまで 

 

【合成経験値 1.5 倍】 

期間中、「高級/至高/究極」の装備品を素材に使用して 

強化合成を行うと、通常の 1.5 倍経験値が得られます。 

 

[開催期間] 3 月 15 日(火)メンテナンス後～3 月 29 日(火)メンテナンスまで 

 

【レアモン出現率&経験値 UP】 

魔晶石を 35 個以上所持していると、レアモンの出現率と 

戦闘で獲得できる経験値が上昇します。 

 

[開催期間] 3 月 15 日(火)メンテナンス後～3 月 29 日(火)メンテナンスまで 

 

【豪華ログインボーナス】 

期間中ログインすると、「魔晶石 1 個」、「究極 鍛錬ソード 1 個」、 

「究極 鍛錬メイル 1 個」、「30 万 poro」を毎日プレゼント！ 

 

[開催期間] 3 月 16 日(水)7:00～3 月 29 日(火)23:59 まで 
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＜魔導剣士を極めろ！「武神祭 魔導剣士ガチャ」販売！＞ 

 
限定武器に「イフリートの宝刀」「シルフの宝刀」が新登場！ 

武神祭ガチャでは、通常のジョブガチャからは手に入らない 

「武神祭限定武器」や「進化済みの究極武器」が至高以上確定で手に入ります。 

さらに今回は、新ジョブ「魔導剣士」で装備できる「魔剣/天錘/ワンド/ロッド/大剣」の内、 

厳選された装備がラインナップされています。 

 

[開催期間] 3 月 15 日(火)メンテナンス後～3 月 23 日(水)10:59 まで 

 

 

＜新武器追加！「ジョブガチャリニューアル」実施！＞ 

 
ラインナップ数を従来の半分以下に厳選し、至高以上の光と闇属性装備のみが 

排出されるようになりました。 

 

【「闇神獣の覚醒」攻略応援！「光属性装備の排出確率 UP」】 

期間限定で、ジョブガチャの光属性装備の排出確率が UP します。 

この機会に光装備を手に入れて、闇神獣を討伐しよう！ 

 

[開催期間] 3 月 15 日(火)メンテナンス後～3 月 23 日(水)10:59 まで 

 

【新武器「白蝶の宝刀」・光と闇属性の「封神の宝刀」追加】 

強力な属性スキルが人気の「封神の宝刀」に光と闇の 2 属性が新登場！ 

さらに、強力なスキルを持ち、武器自体に状態異常「毒」への耐性がある 

「白蝶の宝刀」も追加！ 
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【「防具ガチャ」販売】 

ジョブガチャからは入手することができなかった「英傑シリーズ」をはじめとした 

強力な防具が、至高以上確定で手に入ります。 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要 

 

 

 

それは剣と魔法の物語。平穏だったログレス王国に忍び寄る、かすかな異変の足音。 

巨大なモンスター、封印された女神、仮面の男、召喚術――。 

異変の元凶に迫り、すべての女神を解放したとき、世界は大きく廻りはじめる。 

 

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザ

ーに愛されている『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。 

オンライン RPG としての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android 対応）での操作に

最適化し、片手で 1 日数分から遊べる手軽さを追求しました。 

AppStore にて無料ランキング 1 位を獲得し、2015 年 9 月には累計 700 万ダウンロードを突破

するなど多くのユーザーの支持をいただいています。 

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバター

でオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法

の世界をお楽しみください。 

 

■App Store 

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925 

 

 

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925
https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925
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■Google Play 

http://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres 

 

 

 

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト 

http://sp.mmo-logres.com/ 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

＜スペック＞ 

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神 

■ジャンル：MMORPG 

■対応 OS：Android/iOS 

■コピーライト表記：©Marvelous Inc. Aiming Inc. 
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