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ニュースリリース          株式会社マーベラス 

12 月 14 日（水） 
 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社マーベラス（代表取締役会長 兼 社長 CEO：中山 晴喜／所在地：東京都品川区）

は、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 12 月 14 日（水）に、「伝説/英雄レアリティ」と「レアランクアップ」機能の実装や、伝説

/英雄レアリティにランクアップできる強力な武器が手に入る「オシリスボックスガチャ」の販売

を含むアップデートをしたことをお知らせいたします。  

 

 

 

 
 

＜「伝説/英雄レアリティ」「レアランクアップ」実装！＞ 

 
「究極」を超える最上位の新レアリティ「伝説」「英雄」が登場！ 

武器のレアリティを次の段階にランクアップできる新機能「レアランクアップ」で、「伝説スキル」/

「英雄スキル」を解放して、真の力を手に入れよう！ 

 

 

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』 

＜「伝説/英雄レアリティ」「レアランクアップ」実装！＞ 

＜伝説/英雄実装記念！「オシリスボックスガチャ」販売！＞ 

 

 

 



 

©Marvelous Inc. 

【レアランクアップ素材を手に入れよう！「宝石の守護神」開催！】 

 
時限イベントとして、レアランクアップ素材が手に入る「宝石の守護神」を配信します。 

レアランクアップ素材を集めて、新たな力を解放しよう！ 

 

[開催期間] 12 月 14 日(水)21:00～1 月 25 日(水)13:29 まで 

[開催時間] 月～金: 13:00 ～ 13:29 / 21:00 ～ 21:29 

        土日: 13:00 ～ 13:59 / 21:00 ～ 21:59 

 

 

【大幅リニューアル！「属性の試練」】 

 
「光」と「闇」の試練が追加され、「レアランクアップ素材」が手に入るクエストも新登場！ 

大幅にリニューアルされて、より遊びやすくなった「属性の試練」を遊び尽そう！ 

 

[開催期間] 12 月 14 日(水)20:00～1 月 25 日(水)12:59 まで 

[開催時間] 8:00 ～ 8:59 / 12:00 ～ 12:59 / 20:00 ～ 20:59 / 24:00 ～ 24:59 

 

 

＜伝説/英雄実装記念！「オシリスボックスガチャ」販売！＞ 

 
伝説/英雄レアリティにランクアップできる 6 属性のオシリスシリーズのみでラインナップされた

「オシリスボックスガチャ」を販売します。 

オシリスシリーズの伝説/英雄スキルで新たなる力を手に入れて、まだ見ぬ世界に足を踏み入れ

よう！ 

 

[販売期間] 12 月 14 日(水)メンテナンス後～12 月 21 日(水)10:59 まで 



 

©Marvelous Inc. 

＜シルフの魔神器が新登場！「風神祭ガチャ」販売！＞ 

 
風女神シルフの力を秘めた新武器「シルフの魔神器」が手に入る「風神祭ガチャ」を販売します。 

強力な風属性武器が勢揃いのガチャを見逃すな！ 

 

[開催期間] 12 月 14 日(水)メンテナンス後～12 月 21 日(水)10:59 まで 

 

 

＜シックスセンスで盛り上げよう！「LUCIE★METAL X’MAS LIVE 2016」開催！＞ 

 
2016 年人気急上昇の LUCIE★METAL が出演する「LUCIE★METAL X’MAS LIVE 2016」を配信

します。 

この冬、最高に熱いライブに参加し、豪華報酬を手に入れよう！ 

 

[開催期間] 12 月 14 日(水)メンテナンス後～12 月 27 日(火)25:14 まで 

 

 

＜ムカーーッ！！「激震！お怒りのタイタン」開催！＞ 

 
ログレス史上初、土女神との戦闘「激震！お怒りのタイタン」を配信します。 

暴走するタイタンを止めて、豪華報酬を手に入れよう！ 

 

[開催期間] 12 月 14 日(水)メンテナンス後～12 月 21 日(水)メンテナンスまで 
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＜「カムバックキャンペーン」開催中！＞ 

 
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 30 個」「究極 鍛錬ソード 10 個」「300 万 Poro」がもらえます！ 

※11 月 7 日(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] 12 月 7 日(水)～1 月 8 日(日)まで 

 

 

＜最大 100 個の魔晶石をプレゼント！「スタートダッシュキャンペーン」開催中！＞  

 
ログレスを始めるなら今がお得！ 

新しく作成されたキャラクターを対象に「スタートダッシュキャンペーン」を開催！ 

条件を達成して最大で魔晶石 100 個を手に入れよう！ 

 

[開催期間] 12 月 7 日(水)メンテナンス後～12 月 20 日(火)23:59 まで 
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＜「3 周年記念キャンペーン」開催中！＞ 

 
【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。 

 

【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。 

 

【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。 

 

【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 3 個」、「究極 鍛錬メイル 3 個」、「30 万

poro」を毎日プレゼント！ 

 

[開催期間] 11 月 22 日(火)～12 月 28 日(水)まで 

 

 

＜ランキング上位の証をつかみ取れ！「クラン大戦」開催！＞ 

 
クランランキングにより強者の証が手に入る「クラン大戦」を配信します。 

ランキング上位のクランにのみ贈られる限定報酬や、個人の獲得バトルポイントに応じて贈ら

れる報酬をこの機会に手に入れよう！ 

 

[開催期間] 12 月 14 日(水)22:00～1 月 5 日(木)22:29 まで 

[開催時間] 期間中、毎日 22:00～22:29 開催 
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---------------------------------------------------------------------------- 

『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。 

App Store にてトップセールス 1 位を獲得し、2016 年 8 月には累計 800 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 

 

■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/ 
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---------------------------------------------------------------------------- 

＜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. 

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


