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ニュースリリース          株式会社マーベラス 

9 月 27 日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9 月 27 日（火）に、劇場 3 部作最終章「亜人‐衝戟‐」が絶賛上映中のアニメ『亜人』と

のコラボイベントの開催や、最上位武器が火・水・土・風の各属性でラインナップされた「武神

降臨ガチャ」の開催を含むアップデートをしたことをお知らせいたします。  

 
 

＜アニメ『亜人』×『ログレス』コラボ開催！＞ 

 
劇場版最終章も絶賛上映中の人気アニメ「亜人」のキャラクターがログレスの世界に登場！ 

ここでしか手に入らない「永井圭」のコラボ限定シックスセンスを手に入れよう！ 

 

[コラボ開催期間] 9 月 27 日(火)メンテナンス後～10 月 11 日(火) 23:59 まで 

 

＜『亜人』とは＞ 

原作は 2012 年 7 月より『good!アフタヌーン』（講談社）で連載中の人気コミック。2015 年 11

月に劇場アニメ第１部が公開、2016 年 1 月からは TV シリーズが放送された。現在、劇場３

部作最終章「亜人‐衝戟‐」が絶賛上映中であり、さらに 2016 年 10 月より TV シリーズ第 2 ク

ールが放送される人気作品。 

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』 

＜アニメ『亜人』×『ログレス』コラボ開催！＞ 

＜最上位の火力で世界が変わる！「武神降臨ガチャ」販売！＞ 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/2012%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/Good!%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%BF%E3%83%8C%E3%83%BC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/2015%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2016%E5%B9%B4
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永井圭は交通事故によって不死の新人類「亜人」であることが発覚し、追われる身となる。圭

の苛烈な運命と、「亜人」と「人間」の間で巻き起こる紛争を描いた超大作。 

©桜井画門・講談社／亜人管理委員会 

 

 

＜「コラボ記念キャンペーン」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。 

【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 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] 9 月 27 日(火)メンテナンス後〜10 月 12 日(水)まで 

 

 

＜コラボ記念「カムバックキャンペーン」開催！＞ 

 



 

©Marvelous Inc. 

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！ 

※8 月 27 日(土)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] 9 月 27 日(火)メンテナンス後〜10 月 26 日(水)メンテナンスまで 

 

 

＜最上位の火力で世界が変わる！「武神降臨ガチャ」販売！＞ 

 
最上位武器が火・水・土・風の各属性でラインナップされた「武神降臨ガチャ」を販売！ 

武神の力を秘めた魔神器を手に入れ、圧倒的な火力を叩き出そう！ 

 

 [開催期間] 9 月 27 日(火)メンテナンス後〜9 月 30 日(金)23:59 まで 

 

 

＜アサシン防具が新登場！「究極防具ボックスガチャ」販売！＞ 

 
新登場のアサシン防具「月花シリーズ」をはじめ、人気防具もラインナップされている「究極防

具ボックスガチャ」を販売！さらに今回のボックスガチャは究極レアリティの確率が 100%！ 

強力な効果を発揮する防具を手に入れよう！ 

 

[開催期間] 9 月 27 日(火)メンテナンス後〜9 月 30 日(金)23:59 まで 

 

 

＜神獣の覚醒がリニューアル！「神獣の系譜」開催！＞ 
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報酬や開催スケジュールを一新した「神獣の系譜」を配信します。各属性の神獣装備上下が

スタンプ報酬で手に入る！さらに、神獣討伐に役立つ消費アイテムが新登場！ 

 

[開催期間] 9 月 27 日(火)メンテナンス後〜 

 

 

＜みんなで豪華報酬を手に入れろ！「クランが挑みしキングクラブ 2 世」開催！＞ 

 
12 人戦闘のクランバトルにキングクラブ 2 世が参戦！クランメンバーで協力して、強力な武

器をはじめ、究極のスキル素材や進化素材などの豪華報酬を手に入れよう！ 

 

[開催期間] 9 月 27 日(火)メンテナンス後〜10 月 11 日(火)23:59 まで 

 

 

＜豪華報酬を勝ち取れ！「クラン大戦 -先行体験 第 3 弾-」開催！＞ 

 
獲得バトルポイントに応じて豪華な報酬が手に入る「クラン大戦 -先行体験 第 3 弾-」を開

催！連勝することで多くのポイントが手に入る新ルール「勝ち抜き」を導入！ 

プレイスタイルによって選べる 2 つのクエスト「パーティー推奨」「ソロ推奨」で勝利を掴み、究

極の進化素材や大量の魔晶石を手に入れよう！ 

 

[開催期間] 9 月 27 日(火)〜10 月 4 日(火)まで 

[開催時間] 期間中、毎日 21:00〜21:29 開催 

 

＜報酬リニューアル！「属性の試練 season27」開催！＞ 
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日替わりで「水」「火」「風」「土」の試練が配信されます。 

属性に特化した装備が手に入るクエストで「女神武器」を手に入れよう！ 

スタンプ報酬では進化素材を大放出！手に入れた武器をどんどん進化させよう！ 

更に、大量の経験値が得られる「メタルハンター」や進化・鍛錬素材が手に入る「強化の試練」

を豪華にリニューアル！最大 133 個の魔晶石が手に入るチャンス！ 

 

[開催期間] 9 月 27 日(火)20:00〜10 月 26 日(水)12:59 まで 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

『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



 

©Marvelous Inc. 

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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