
 

  2017年 4月 21日発信 

報道関係者各位 

クローバーラボ株式会社 

 

感謝、感激、感動のゆるドラ 3周年！ 

ありがとうの記念キャンペーン開催中！ 

 クローバーラボ株式会社(本社：大阪府大阪市)は、本格派 RPG『ゆるドラシル』にて、サービス 

開始 3周年を祝して「3周年記念キャンペーン」を開催したことをお知らせいたします。 
 

【キャンペーン期間】4月21日 (金) ～5月12日 (金) 14時まで 

※下記項目は、キャンペーンと期間がそれぞれ異なるものがございます。 

 

【イベント＆キャンペーン概要】 

1. ガチャキャンペーン「制服ガチャ」（期間：4/21～5/12） 

2. ガチャキャンペーン「ガチャフェス一挙開催」（期間：4/21～5/12） 

3. 3周年記念ガチャ（期間：5/1～5/12） 

4. ログインキャンペーン① 

 アイテムプレゼント！（期間：4/21～5/12） 

5. ログインキャンペーン② 

 「金貨」をプレゼント！（期間：4/21～5/12） 

6. ログインキャンペーン③ 

  体力回復アイテム「さくら餅」をプレゼント！（期間：4/21～5/12）  

7. おまけ付き金貨販売（期間：4/21～5/12） 



8. 3周年記念パック販売（期間：4/21～5/12） 

9. 潜入!ヴァルハラ聖神女学院（期間：4/21～5/12） 

10. 交換所ユニットリバイバル（期間：4/21～5/12） 

11. ウルトラ強化キャンペーン（期間：4/21～5/5） 

12. 消費体力 1/2キャンペーン（期間：5/1～5/8） 

13. 銀貨ダンジョン出現（期間：4/21～5/12） 

14. マナダンジョン出現（期間：4/21～5/12） 

15. 強化フレンドガチャ（期間：5/5～5/12） 

16. 期間限定！ホーム背景配布（期間：4/21～5/12） 

 

   以下、キャンペーン内容の詳細をご案内いたします。 

 

 

＜キャンペーンの詳細内容のご案内＞ 

 
制服ガチャが登場!!イベントに登場するキャラクターたちがユニットとして入手でき

るチャンス！ 期間中は制服ガチャ限定ユニットの抽選確率が UPします。 

【開催期間】4月 21日 (金) ～5月 12日 (金) 14時まで 

 

フェス限定のユニットを入手するチャンス!!開催期間中は、各フェス限定ユニットの抽選

確率がUPします。 

※各フェスでは、通常のプレミアムガチャのユニットも含まれます。 

 

■ガチャフェス開催期間 

フェス名称 開催期間 

BOSSフェス 4 月 21日 (金)  〜 5月 1 日 (金) 14時まで 

ヴァルキリーフェス 5 月 1 日 (月) 15時 〜 5月 12 日 (金) 14時まで 

倭神フェス 5 月 1 日 (月) 15時 〜 5月 12 日 (金) 14時まで 

エジプトフェス 5 月 1 日 (月) 15時 〜 5月 12 日 (金) 14時まで 

ギリシャフェス 5 月 1 日 (月) 15時 〜 5月 12 日 (金) 14時まで 

ガチャキャンペーン「制服ガチャ」 

ガチャキャンペーン「ガチャフェス一挙開催！」 



 

3周年記念して、大好評だったあのガチャが帰ってきました！ 

3周年記念ガチャとは期間中様々な方法で獲得したチケットで回せるガチャです。 

当選しキープすることで期間終了後にユニットを 1体獲得出来ます。 

【開催期間】5月 1日 (月) ～5月 12日 (金) 14時まで 

 

 

 

以下の期間中に、それぞれ累計のログイン日数に応じてアイテムをプレゼントします！  

 

 

【ログインプレゼント（前半）】（最大 8日間） 

【開催期間】4月 21日 (金) ～5月 1日 (月) 14時まで 

 

累計1日目 金貨 300枚 

累計2日目 銀貨 1,000,000枚 

累計3日目 マナ 50,000 

累計4日目 金貨 300枚 

累計5日目 メダル 33枚 

累計6日目 属性の鍵 3個 

累計7日目 金貨 3,333枚 

累計8日目 レアガチャチケット 30枚 

 
 

【ログインプレゼント（後半）】（最大 8日間） 

【開催期間】5月 1日 (月) 15時 ～5月 12日 (金) 14時まで 

 

累計1日目 金貨 3,333枚 

累計2日目 銀貨1,000,000枚 

累計3日目 マナ50,000 

ログインキャンペーン① アイテムプレゼント! 

 

3周年記念ガチャ！！ 



累計4日目 金貨300枚 

累計5日目 メダル33枚 

累計6日目 属性の鍵3個 

累計7日目 金貨 300枚 

累計8日目 ★4確定ガチャチケット 15枚 

 

 

 

 ログインするだけで毎日 1回「金貨 100枚」をプレゼント♪ 

22日間で最大 2,200枚の金貨獲得の大チャンス！ 

【開催期間】4月 21日 (金) ～5月 12日 (金) 14時まで 

 

ログインするだけで毎日「さくら餅」(体力を50回復するアイテム)を3個ずつプレゼントいたします！ 

【開催期間】4月 21日 (金) ～5月 12日 (金) 14時まで 

 

 

金貨購入時に追加で金貨プレゼントのおまけが付いてきます！感謝感激の大セールです ! 

この機会にぜひショップへお越しください！ 

おまけ付き金貨販売 

ログインキャンペーン③ 体力回復の「さくら餅」をプレゼント！ 

 

ログインキャンペーン② 毎日 1 回、「金貨 100 枚」プレゼント！ 



 

① おまけ付き金貨販売期間（前半） 

     4月 21日 (金) 〜 5月 1日 (金) 14時まで 

② おまけ付き金貨販売期間（後半） 

     5月 1日 (金) 15時 〜 5月 12日 (金) 14時まで 

 

 

3周年を記念して期間限定のお得なアイテム盛りだくさんの記念パックを販売いたします 

是非この機会にご検討ください！ 

 

① 3周年記念パック「A」販売期間 

    4月21日 (金) 〜 5月1日 (金) 14時まで 

② 3 周年記念パック「B」販売期間 

      5月1日 (金) 15時 〜 5月12日 (金) 14時まで 

 

 

ヴァルキリーたち戦乙女が女子学生に！？ヴァルハラきってのお嬢様学校「ヴァルハラ聖

神女学院」で相次ぎ女子生徒が失踪する事件が発生した。事件を解決するため潜入捜査を

試みる戦乙女一行、学園内で巻き起こる摩訶不思議な出来事が… 

また、ヴァルキリーたちをよく知るサングリーズとの出会いその出会いは事件の解決の

鍵となるのか？ 

【開催期間】4月21日 (金) ～5月12日 (金) 14時まで 

 

  

イベント「潜入!ヴァルハラ聖神女学院」 

3 周年記念パック販売 



 

これまでに交換所に登場したあのユニットたちが今だけ復刻！栄光のスペシャルユニットたちを 

降臨させよう！ 

【開催期間】4月 21日 (月)15時 ～ 5月 12日 (金) 14時まで 

 

 

  

期間中、異なる下記の期間で強化キャンペーンを実施中！この機会を見逃すな！ 

 

① ウルトラ強化キャンペーン（前半） 

期間中、結晶ダンジョンのドロップ率アップ！ 

   【開催期間】4月21日 (金) 〜4月28日 (金) 15時まで 

① ウルトラ強化キャンペーン（後半） 

期間中、ユニット強化の費用が半額！さらに、ユニット進化の費用までも半額！ 

     【開催期間】4月28日 (金) 15時 〜 5月5日 (金) 15時まで 

 

  

期間中通常クエスト、および各属性の強化、進化クエストの消費体力がなんと半分に！？ 

交換所ユニットリバイバル 

ウルトラ強化キャンペーン 

消費体力1/2キャンペーン 

 



 ストーリーを進めるもよし、強化ダンジョンを回るもよし！ この機会にあのクエストをガンガン

クリアしちゃいましょう！ 

【開催期間】5月 1日 (月)15時 ～ 5月 8日 (月) 15時まで 

 

 

  

期間中、銀貨ダンジョンがずーっと出現！この機会に銀貨をガンガン溜め込もう！！ 

【開催期間】4月 21日 (月)15時 ～ 5月 12日 (金) 14時まで 

 

  

期間中銀貨、マナダンジョンがずーっと出現！装備錬成のためにガンガン溜め込もう！！ 

【開催期間】4月 21日 (金) ～5月 12日 (金) 14時まで 

 

  

通常のフレンドガチャとは別に「友情pt」を500pt消費して各種強化素材ユニット、進化素材ユニッ

ト、売却素材（銀貨）ユニットが獲得できる特別なガチャを設置します。友情の証を腐らすなんても

ったいない！ぜひご活用ください。 

【開催期間】5月 5日 (金) ～5月 12日 (金) 14時まで 

 

銀貨ダンジョン出現！ 

 

マナダンジョン出現！ 

 

強化フレンドガチャ 

 



  

サービス開始3周年を記念して、ホーム背景に期間限定の背景を追加いたしました。 

※専用背景は本キャンペーン期間が終了後に削除されます。 

【開催期間】4月 21日 (金) ～5月 12日 (金) 14時まで 

 

 

【アプリ/会社基本情報】 

サービス概要 

タイトル ゆるドラシル 

企画・開発 クローバーラボ株式会社 

ダウンロード ■AppStore 

https://itunes.apple.com/jp/app/id794156760?mt=8 

■GooglePlay 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cloverlab.yurudora 

公式サイト http://yurudora.com/ 

公式 Twitter https://twitter.com/yurudora 

 
 

 

【お問い合わせ先】 

  クローバーラボ株式会社 経営企画室 荻野(オギノ)  

TEL：06-6136-5888 FAX：06-6316-3084  E-mail：press@cloverlab.jp 

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。 

 

期間限定！ホーム背景配布 
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