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2014 年 2 月 18 日
株式会社

ヤマハミュージックメディア

新感覚トレジャーRPG『ソラノアーク ～天界のラビリンス～』が
「ソラノアーク感謝祭」を開催！
株式会社ヤマハミュージックメディア（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：谷口恵治）と CLINKS
株式会社（本社：東京都中央区

代表取締役：河原浩介）は、現在 iOS/Android™端末向けにサービス中

の新感覚トレジャーRPG『ソラノアーク ～天界のラビリンス～』において新機能を追加した ver1.2.0.0
にアップデートを行います。その感謝の気持ちを込めて、「ソラノアーク感謝祭」としまして、2014 年 2
月 18 日（火）～3 月 3 日（月）まで以下のキャンペーンを開催いたします。

【キャンペーン概要】

■開催期間：2014 年 2 月 18 日（火）～3 月 3 日（月）まで
※『毎日オーブ 1 個プレゼント』のみ 3/4(火) 4:59 まで
■内容：
キャンペーン１．『毎日オーブ 1 個プレゼント』
期間：2/18(火) 5:00 ～ 3/4(火) 4:59
期間中にソラノアークにログインいただいたユーザの皆様へ通常のログインボーナスに加えオーブを
毎日 1 個プレゼント。
※期間中にログインされた方が対象となります。

キャンペーン２．『感謝祭
『感謝祭ガチャ』
』

期間：2/21(
2/21(金)) 18:00 ～ 3/3(火
火) 23:59
日頃の感謝
日頃の感謝の気持ちを込め
を込めて、プレミアムガチャが「
、プレミアムガチャが「感謝祭ガチャ」にパワーアップ！
、プレミアムガチャが「感謝祭
ガチャ」にパワーアップ！
感謝祭ガチャ中
ガチャ中は★4、★
、★5 モンスターの出現確率が極限
モンスターの出現確率が極限アップします。
アップします。
イベント限定の「ドミニオン」
限定の「ドミニオン」
「ディナメイス」
「エクスシア」
「エクスシア」
「誓旋の天翼ルスタ」
「屍影の天翼マナイ
ーター」も出現します。それに加えて、今回からエルフ族の末裔である新モンスターが 2 体追加されま
ーター」も出現します。それに加えて、今回からエルフ族の末裔である新モンスターが
体追加されま
す。
また、感謝祭期間中にガチャがパワーアップする企画も予定しております。
・第一弾

「コア」アイテムプレゼント

期間：2/21(
2/21(金)18:00～
～2/25(火)17:59
)17:59 まで
Ver1.2.0.0
.0.0 で新たに追加された「コア」が 1 回ガチャる毎におまけとして付いて
回ガチャる毎におまけとして付いてきます。
・第二弾
期間：2/25(
2/25(火)18:00～
～2/28(金)17:59
)17:59 まで
※詳細は第二弾開始と共に発表されます
・第三弾
期間：2/28(
2/28(金)18:00～
～3/3(月)23:59
)23:59 まで
※詳細は第三弾開始と共に発表されます
キャンペーン３．『超難易度ダンジョン
『超難易度ダンジョン

生誕 2 連祭』

生誕 2 連祭の 1 日目は「双星の悪鬼

生誕」がパワーアップして登場します。

期間：2/27(木) 12:00 ～ 2/27(木) 23:59
難易度は「深層」「最深層」の 2 種類のみです。
生誕 2 連祭の 2 日目は、超絶難易度の生誕ダンジョンが新たに登場します。
期間：2/28(金) 15:00 ～ 3/1(土) 14:59
古の時代に勃発した戦争を生きたモンスターたちがトレジャーハンターの行く手を阻みます。
キャンペーン４．『リミットダンジョン』
期間：2/18(火) 21:00 ～ 3/3(月) 21:00
期間中、毎日 1 時間限定のダンジョンがイベントエリアに出現します。
▼主な出現リミットダンジョン
• ギガクリスタ達の祝宴：全属性のギガクリスタとメガクリスタのみ出現するダンジョンです。
• いにしえの王道：高額なトレジャーだけが出現するダンジョンです。
•

ダイヤは永遠の輝き：進化素材モンスターの中でも最高級の輝きを放つ「マナダイヤビビット」
が出現するダンジョンです。

•

進撃の零地点：太古のトレジャーモンスターだけが待ち受ける究極のダンジョンです。

キャンペーン５．『ランチリミットダンジョン』
期間：2/19(水) ～ 2/25(火)
毎日正午 12:00 から 1 時間限定で 2 種類のリミットダンジョン「ギガクリスタ達の祝宴」「いにしえの
王道」が出現します。

キャンペーン６．『強化合成成功確率 2 倍』
期間：2/26(水) 0:00 ～ 3/3(月) 23:59
期間中、強化合成で「大成功」「超成功」が発生する確率が 2 倍になります。

キャンペーン７．『お買い得キャンペーン』
期間：2/18(火) 16:00 ～ 3/3(月) 23:59
期間中、オーブショップで 1,000 円以上のオーブを購入すると、金額は変わらずにおまけオーブが付い
てきます。
▼おまけオーブ数
100 円：オーブ 1 個（おまけなし）
200 円：オーブ 2 個（おまけなし）
1,000 円：オーブ 12 個＋おまけ 1 個
2,000 円：オーブ 25 個＋おまけ 3 個
3,900 円：オーブ 53 個＋おまけ 5 個
9,800 円：オーブ 143 個＋おまけ 14 個
キャンペーン８．『感謝祭限定ダンジョン』
期間：2/18(火) 16:00 ～ 3/3(月) 23:59
感謝祭期間中、一度だけクリアできる限定ダンジョンが出現します。ダンジョンの最奥では、特別なア
イテムが手に入ります。

【ソーシャルゲームアプリ概要】
■タイトル：ソラノアーク ～天界のラビリンス～
■アプリ価格：ダウンロード無料

一部アイテム課金

■公式サイト：http://www.soranoark.com/
■対応プラットフォーム：

App Store / Google Play

■ 動作環境
iPhone：iOS 6.x、iOS 7.x
Android™：Android2.3 以降（但し、3.x は除く）
※本アプリを正常に動作させるためには 3G/Wi-Fi での通信環境が必要です。

【運営会社概要】
■会社名 ： 株式会社ヤマハミュージックメディア
■代表取締役社長 ： 谷口 恵治
■TEL ： コンテンツ配信部 03-6894-0260（代表）
■所在地： 東京都豊島区高田 3-19-10

■ホームページ： http://www.ymm.co.jp/
■事業内容 ：
1.出版事業／楽譜、雑誌、書籍、ビデオ、DVD、CD などの制作・輸入・販売
2.コンテンツ配信事業／PC・携帯・店頭端末向け音楽データ配信。携帯プラットフォームの法人営業
■会社名 ： CLINKS 株式会社
■代表取締役 ： 河原 浩介
■TEL ： 03-5847-1167
■FAX ： 03-5847-1168
■所在地： 東京都中央区日本橋人形町 1-11-2

川商ビル 2F

■ホームページ： http://www.clinks.jp/
■事業内容 ：
1. IT アウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. 教育訓練事業
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ヤマハミュージックメディア
コンテンツ配信部

広報担当

〒171-0033 東京都豊島区高田 3-19-10 ヒューリック高田馬場ビル 3F
E-mail ：sg-cl-support@inquiry.ymh.jp
※Google Play 及び Android は Google ,Inc.の商標または登録商標です。
※Apple、Apple ロゴ、iPhone は米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
App Store は Apple Inc.のサービスマークです。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途掛かります。

