ニュースリリース

株式会社マーベラス

7 月 7 日（木）

PC ブラウザ向け本格 MMORPG『剣と魔法のログレス』

待望の共演が実現！
「剣と魔法のログレス」×「戦国 IXA」限定コラボイベント開催中！！
その他豪華キャンペーンなどイベント目白押し！
株式会社マーベラス(東京都品川区、代表取締役会長
兼 社長 CEO：中山 晴喜)は、同社から
～新 EX 武器や限定アバターの登場など、嬉しい内容が目白押し！
～
サービス中のブラウザMMORPG『剣と魔法のログレス』において、7月7日(木) 15:00より、株式会
社スクウェア・エニックス（東京都新宿区、代表取締役社長：松田 洋祐）が運営する『戦国IXA』と
のコラボイベント開催を含む大型アップデートを実施いたしました。

■待望のコラボイベント開催！

「配信先プラットフォーム」
『剣と魔法のログレス』
Yahoo!mobage、MooG Games、mixi ゲーム、Hangame
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『戦国 IXA』
Yahoo!ゲーム、Mixi ゲーム、Hangame、my GAMECITY、ゲソてん

「開催期間」
2016 年 7 月 7 日(木)15:00 ～ 2016 年 7 月 28 日(木)13:00 メンテナンスまで
「特設サイト」
http://mmo-logres.com/asset/event_160707.html

●限定アイテムを GET しよう！●
コラボ期間中に、両タイトルで指定されたクエストをクリアすると、コラボ限定アイテムや豪華アイ
テムがもらえます！ぜひこのコラボ期間中に、両タイトルをプレイしてみてください。
◆『剣と魔法のログレス』をプレイして『戦国 IXA』のアイテムを GET！
条件

IXA 報酬アイテム

『戦国の覇者となれ！ 壱』クリア

限定武将カード『愛姫【極】』×1 枚

『戦国の覇者となれ！ 弐』クリア

小姓の隠し玉（☆2、Lv20）×1 枚

『戦国の覇者となれ！ 参』クリア

小姓の隠し玉（☆3、Lv20）×1 枚

『戦国の覇者となれ！ 四』クリア

限定武将カード『ルルハ【雅】』（☆4、LV20）×1 枚

『剣と魔法のログレス』をプレイすることで、「限定武将カード」や「小姓の隠し玉」など 『戦国 IXA』
で使用できるアイテムを獲得できます。

「限定武将カード『愛姫【極】』」

「限定武将カード『ルルハ【雅】』」
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◆さらに『剣と魔法のログレス』のアイテムも GET できる！
条件

ログレス報酬アイテム
戦国 IXA コラボ武器「R 信長の太刀」×1

『戦国の覇者となれ！ 壱』クリア

戦国 IXA コラボ防具「UR 信長の南蛮胴セット」×1
戦国 IXA コラボアバコレセット「戦国 IXA アバコレ箱」×1

『戦国の覇者となれ！ 弐』クリア

戦国 IXA コラボ武器「R 信長の太刀」×1
戦国 IXA コラボ防具「UR 信長の南蛮胴セット」×1

『戦国の覇者となれ！ 参』クリア

戦国 IXA コラボ防具「UR 信長の南蛮胴セット」×1
戦国 IXA コラボ武器「SR 信長の太刀」×1

『戦国の覇者となれ！ 四』クリア

戦国 IXA コラボ防具「UR 信長の南蛮胴セット」×1

【コラボ限定武器/防具】

「信長の太刀」

「信長の南蛮胴」

【コラボ限定アバコレセット】

オブジェ「あやめ」

オブジェ「いくさぶる」

オブジェ「雪之丞」
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フレーム「戦国 IXA」

背景「三英傑」

背景「戦国 IXA 城」

◆『戦国 IXA』をプレイして『剣と魔法のログレス』のアイテムを GET！
条件

ログレスアイテム報酬
イベント応援セット

Ⅰ.チュートリアル達成

【中身】
合成石×5、ドクスの魂×10、救急箱×10
イベント継承【物攻・魔攻】セット
【中身】

Ⅱ.人口 193 人

継承【物攻+50】リング

継承【魔攻+50】リング

継承【物攻+2%】リング

継承【魔攻+2%】リング

Ⅲ.城主レベル 10 達成+所領を 2 個所持
※本領とは別に 2 つの所領を所持する必要

ドクスの魂×50

があります

戦国 IXA 合戦セット
【中身】
Ⅳ.合戦で戦功 50 獲得

戦国 IXA 武器ガチャ券×1 合成石×10
ドクスの魂×50 応急薬（小）×50
※ガチャ券も、ガチャ券から出現する武器もトレ不可となります

※Hangame/ゲソてん/my GAMECITY/mixi ゲームの対象ワールドは「ワールド 11」となります。
対象ワールド以外ではクエストを受託・達成することはできません。
※Yahoo!ゲームの対象ワールドは「ワールド 62」となります。
対象ワールド以外ではクエストを受託・達成することはできません。

◆さらなる試練！上級者向けクエスト「覇道への挑戦」
今回のコラボイベントでは、コラボクエスト「戦国の覇者となれ」の他に、上級者向けクエスト「覇道
への挑戦」もご用意いたしました。クエストをクリアすることで、コラボ限定【織田信長】ボードや「戦
国 IXA コラボ宝箱」等が GET できます！
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コラボ限定【織田信長】ボード
『戦国 IXA』コラボ限定のアビリティボードを追加！ここでしか手に入らないアビリティもご用意して
います。ぜひコラボイベントに参加して、より強力なキャラクターを育成しましょう！

■ログインボーナス＆カムバックキャンペーン開催中！

◆ログインボーナスキャンペーン
『戦国 IXA』コラボを記念して、期間限定でログインボーナスを実施します。普段手に入りにくい
「EX 防具(頭)」を GET できるチャンスです！
「開催期間」
2016 年 7 月 7 日(木)15:00 ～ 2016 年 7 月 27 日(水)まで
※7 月 27 日(水)分のログインボーナスは 7 月 28 日(木)5:59 まで受け取れます
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◆カムバックキャンペーン
2016 年 6 月 1 日(水)以降ログインしていないハンターさんを対象に、開催期間中にログインする
だけで下記のアイテムが必ず手に入る「カムバックキャンペーン」を実施！
・カムバック UR 武具セット引換券 (トレ不可)×1
・SR カムバックパワーリング (トレ不可)×1
・SR カムバックマジックリング (トレ不可)×1
・ドクスの魂×300
・合成石×5
さらに下記効果が付与されます！！
・獲得 EXP 上昇 50% (7 日間)
・ドロップ再抽選 (7 日間)
・エンカウント再抽選 (7 日間)
・HP 自然回復量強化 100% (7 日間)
カムバックキャンぺーン対象者の内、過去に有料アイテムをご購入いただいたハンターさんには、
「カムバック EX チャンスくじ （トレ不可）」もプレゼントいたします！
「開催期間」
2016 年 7 月 7 日(木)15:00 ～ 2016 年 7 月 28 日(木)13:00 メンテナンスまで
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■新米ハンターさん応援キャンペーン開催中！

開催期間中に初めて「ログレス」をプレイしていただいた方に、スタートダッシュを後押しする豪華
アイテムをプレゼントします！対象クエストをクリアして、必ず SR 以上の武器や防具がもらえる
「SR 確定くじ」を GET しよう！
「開催期間」
2016 年 7 月 7 日(木)15:00 ～ 2016 年 7 月 28 日(木)13:00 メンテナンスまで

■クラン加入キャンペーン開催中！

©Marvelous Inc. Aiming Inc.

キャンペーン終了時点で「ハンターランク A 以上」のクラン人数に応じて、クランメンバー全員に「イ
ベント EX チャンスくじ」など超豪華アイテムを配布します！
「開催期間」
2016 年 7 月 7 日(木)15:00 ～ 2016 年 7 月 28 日(木)13:00 メンテナンスまで
「プレゼント配布日」
2016 年 8 月 4 日(木)メンテナンス時予定

■ジョブ別武器 6 連ガチャ/ジョブ別防具 6 連ガチャ販売中！

ジョブ別で武器と防具が手に入る 6 連ガチャを実施！超強力なラインナップとなっています。UR 武
具の出現確率がアップしているこの機会にぜひ、好きなジョブを強化してみましょう！おまけで「ギ
ルドジェム 50 個」と「合成石 5 個」も付いてくる！
「販売期間」
2016 年 7 月 7 日(木)15:00 ～ 2016 年 7 月 14 日(木)13:00 メンテナンスまで

©Marvelous Inc. Aiming Inc.

■ログレス夏祭りキャンペーン開催中！

キャンペーン期間中の｢LP※1｣合計消費金額に応じて、『夏祭り EX チャンスくじ 2016』 をはじめ、
豪華アイテムが手に入るキャンペーンです。
※1 Yahoo!mobage 版の場合は「モバコイン」となります
「開催期間」
2016 年 7 月 7 日(木)15:00 ～ 2016 年 7 月 21 日(木)13:00 メンテナンスまで

■トライアルガチャ販売中！
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販売中の「武器ガチャ」、「防具ガチャ」、「お楽しみガチャ」のラインナップはそのままで、開催期間
中 1 回に限り、「100LP※1」で購入できるガチャとなります。
※1 Yahoo!mobage 版の場合は「100 モバコイン」となります
「販売期間」
2016 年 7 月 7 日(木)15:00 ～ 2016 年 7 月 21 日(木)13:00 メンテナンスまで
-----------------------------------------------------------------------------【『剣と魔法のログレス』概要】
『剣と魔法のログレス』は、謎の異変に包まれた王国を
舞台に、女王の統制の下、王国の所属する「ハンター」
となり、異変への対策と原因究明のため、冒険を行うオ
ンライン RPG です。
シンプルかつ奥が深い戦闘、多彩なジョブ、アイテム合
成などが楽しめる本格派でありながら、面倒なインスト
ールの必要がなく、ブラウザだけでプレイできる手軽さが特長です。
ひとりでは困難な試練は仲間を集めてみんなで挑戦！そして時には、冒険や戦闘から離れて、
仲良くなった友達とゆっくりチャットして「まったり」過ごすなど、『剣と魔法のログレス』では様々
なプレイスタイルで楽しむことができます。
■タイトル：剣と魔法のログレス
■ジャンル：MMORPG
■ハード：PC（ブラウザゲーム）
■コピーライト表記： ©Marvelous Inc. Aiming Inc.
●『剣と魔法のログレス』公式サイト：http://mmo-logres.com/

【『戦国IXA』概要】
■タイトル：戦国IXA
■ジャンル：戦国シミュレーション
■ハード：PC（ブラウザゲーム）
■コピーライト表記： © 2010-2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
●『戦国IXA』公式サイト：http://sengokuixa.jp/
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