ニュースリリース
4 月 28 日（木）

株式会社マーベラス

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』
「ニコニコ超会議 2016」ニコ生番組スケジュール公開
＜この日だけの限定イベント！会場やご自宅からのご参加をお待ちしています！＞
ログレス王国に大阪王将が出店！？餃子が最大 2 人前無料！
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 4 月 29 日（金）/30 日（土）に幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議 2016」で実施
するニコニコ生放送の番組スケジュールを含め、ブースの全内容を公開いたしました。
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＜【ニコ生】スタッフの声「ログレスニコ生定例会議」や決勝戦バトルの様子を配信！＞
剣と魔法のログレスブースから配信するニコ生では、開発プロデューサーしもへーを中心に、
スタッフたちがログレスについて語る「ログレスニコ生定例会議」と、全ワールドの頂点を決す
る対戦イベント「超 ログレス大戦」決勝戦の様子をお送りします。

「ログレスニコ生定例会議」の 1 日目には、次回実施のコラボを大発表！どんな作品とのコラ
ボを予定しているかお楽しみに！
また 2 日目にはスタッフたちによる「超 ログレス大戦」勝者予想を行います。
ゆるいトークと「非公式」のスタイルはそのままに、ニコ超の会場だからこその臨場感とともに
お送りいたします！

「超 ログレス大戦」決勝戦の配信では、1 日目にはチェリーが参戦！
決勝参加者の合計ポイントが 1 位のワールドにはみんなで山分けできる 1 億円相当の魔晶
石がもらえる決勝戦。応援するのも力が入ります！
残念ながら決勝に参加できなかった方も白熱するバトルの様子をお楽しみいただけます。

【番組スケジュール】
2016 年 4 月 29 日（金祝）
11:00～11:50 ：ログレスニコ生定例会議
12:00～13:00 ：超 ログレス大戦 ～チェリー参戦！
14:00～15:00 ：超 ログレス大戦
16:00～17:00 ：超 ログレス大戦
17:50～18:00 ：ログレスニコ生定例会議（終わりの会）
2016 年 4 月 30 日（土）
11:00～11:50 ：ログレスニコ生定例会議
12:00～13:00 ：超 ログレス大戦 ～スタッフとゲストによる実況付き
14:00～15:00 ：超 ログレス大戦 ～スタッフとゲストによる実況付き
16:15～16:45 ：ログレスニコ生定例会議（グランドフィナーレ）～勝者＆ワールド大発表！
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【番組ページ URL】
ログレスチャンネル（ニコニコ生放送）
└http://ch.nicovideo.jp/logres
ログレス公式 YouTuve（YouTubeLive）
└https://www.youtube.com/channel/UCyD0uQJRaW_FVgv9zARn5yw/feed?activity_view=6

※視聴者プレゼントのオリジナルアバターは「ログレスニコ生定例会議」内で発表します。
※ニコニコ生放送の同時視聴人数には上限がございます。ログレスチャンネルからご覧いた
だけない場合は、YouTubeLive をご利用ください。
※番組内容は予告なく変更する場合があります。

＜ブースでは「決勝戦参加」や「試遊」でリアルガチャ GET！先着順にご注意！＞
「超 ログレス大戦」開催時間には会場ブースを解放。ブースに来ていただければ設置してい
る端末で、特別にゲストとして決勝戦に参加ができます！！
ブースの「参戦募集」と書かれたアーチをくぐるとそこが決勝のステージ。会場でしか味わえな
い解放感とともにプレイをお楽しみいただけます。
また、「超 ログレス大戦」開催時間以外は、「試遊」をお楽しみいただけます。
イベントのために準備した特別なキャラクターでのステージ上のプレイは、普段とは異なるロ
グレスの楽しみ方が見つかるかもしれません！

「超 ログレス大戦」および「試遊」を行っていただいた方に
は会場で「リアルガチャ」が引けるという特別プレゼントを
ご用意しています。
リアルガチャの 1 等はなんと『魔晶石 1 年分（365
個）』！！その他、4 等までハズレなしでご用意しています。

【リアルガチャ各賞のご紹介】
1 等（2 本）：
魔晶石 1 年分（365 個）＋ログレスグッズ×4
（カレンダー＋ボールペン＋ログレスオリジナル T シャツ
＋ログレスオリジナル缶バッジ）
2 等（10 本）：
魔晶石 50 個＋ログレスグッズ×3
（カレンダー＋ボールペン＋ログレスオリジナル缶バッジ）
3 等（50 本）：
魔晶石 30 個＋ログレスグッズ×2
（ボールペン＋ログレスオリジナル缶バッジ）
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4 等（138 本）：
魔晶石 5 個＋ログレスグッズ×1
（ログレスオリジナル缶バッジ）

「超 ログレス大戦」と「試遊」はいずれも先着順です。当日 10 時からログレスブースで配布す
る整理券を受け取ってぜひご参加ください！

※「超 ログレス大戦」と「試遊」の参加は会期中どちらか 1 回のみの参加とさせていただきま
す。
※「超 ログレス大戦」と「試遊」の参加は先着順です。当日 10 時からログレスブースで配布す
る整理券を受け取ってご参加ください。
※会場の空き具合によって整理券なしでも参加ができる時間帯がありますが、その場合には
「リアルガチャ」を引くことはできません。
※ニコニコ超会議 2016 のログレスブースから決勝戦へご参加される場合、ご自身のキャラク
ターデータは使用できません。ブースに設置した端末にて、予め用意したキャラクターデータ
での参加となります。
※「超 ログレス大戦」決勝戦のブースの模様はニコニコ生放送、および YouTubeLive で配信
を行います。
※「超 ログレス大戦」決勝戦についてはゲーム内のお知らせをご確認ください。
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【イベント概要】
■名称
ニコニコ超会議 2016（にこにこちょうかいぎにせんじゅうろく）
■日程
2016 年 4 月 29 日（金）10:00～18:00（最終入場 17:30）
2016 年 4 月 30 日（日）10:00～17:00（最終入場 16:30）
■会場
幕張メッセ国際展示場 1～11 ホール＋イベントホール
■主催
ニコニコ超会議実行委員会
■入場券
1 日券 ： 前売 1,500 円 当日 2,000 円
通し券 ： 前売 2,500 円
優先入場券 ：1 日券 1,600 円 通し券 2,700 円 ※先行販売のみ
※未就学児無料
※通し券の当日販売はございません。
ニコニコ超会議 2016 については、主催者サイトをご確認ください。
http://www.chokaigi.jp/

-------------------------------------------------------------------------------『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。
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『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
■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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