
 

2017 年 4 月 7 日発信 

報道関係者各位 

クローバーラボ株式会社 

 

来週放映開始のアニメ『ソード・オラトリア』と 

『ゆるドラシル』の先取りコラボ開催中！ 

 

クローバーラボ株式会社（本社：大阪市北区）は、本格派 RPG『ゆるドラシル』とシリーズ 

累計 700万部を達成した小説『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の外

伝作品で、4月 14日より放送開始予定の TVアニメ『ソード・オラトリア ダンジョンに出会い

を求めるのは間違っているだろうか 外伝』とコラボキャンペーンが本日開始したことをお知

らせいたします。 

■コラボキャンペーン概要 

【タイトル】 『ゆるドラに出会いを求めるのは間違っているだろうか』 

【コラボ期間】2017年 4月 7日（金）15時～4月 21日（金）14時まで 

【コラボ特典】 

コラボ期間中にログインすると、 

本編「ダンまち」で登場した 

  『★4ヘスティア』が貰えます！ 

 

 

 

 

 

 
ヘスティア 
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【キャンペーン内容】 

1.『ゆるドラに出会いを求めるのは間違っているだろうか』（期間：4/7～4/21） 

2.『ソード・オラトリア』コラボガチャ」（期間：4/7～4/21） 

3.ログインキャンペーン①  

 毎日アイテムプレゼント！（期間：4/7～4/21） 

4.ログインキャンペーン②  

 毎日 1 回金貨 100 枚プレゼント！（期間：4/7～4/21） 

5.ログインキャンペーン③  

 回復アイテムプレゼント！（期間：4/7～4/21） 

6.ウルトラ強化キャンペーン①（期間：4/7～4/14） 

7.ウルトラ強化キャンペーン②（期間：4/14～4/21） 

8.経験値ダンジョン出現（期間：4/7～4/14） 

9.強化フレンドガチャ（期間：4/14～4/21） 

     ※各項目のキャンペーン期間は一部異なります。 

 

 

＜キャンペーンの詳細内容のご案内＞ 

 

コラボ期間限定のイベント開催中！ここでしか手に入らないコラボ限定ユニットを

ゲットしよう！コラボイベントクエストを進行すると「ベル」が貰えるよ！ 

＜ストーリー＞ 

オーディンの願いを叶えるためのヴェルダンディによって 

造られた不思議なダンジョン。しかし、このダンジョンは最奥

にある秘宝を手に入れなければ消えないという。 

このダンジョン攻略を手伝ってもらうため、オーディンは 

その道のエキスパートを召喚することに。するとなんとも 

強そうなロキファミリアのメンバーが！ 

 

【開催期間】4月 7日 (金) 15時 ～ 4月 21日 (金) 14時まで 

 

 

 

 

 

 

イベント「ゆるドラに出会いを求めるのは間違っているだろうか」 

ベルが仲間になる！ 

©FO-SBCr/SOP 

 



 

コラボガチャでは、描き下ろしたソード・オラトリアのキャラクターがここでしか手に入ら

ない限定ユニットとして登場！是非この機会にお試しください！ 

【開催期間】4月 7日 (金) 15時 ～ 4月 21日 (金) 14時まで 

 

 

 

■コラボガチャ 登場ユニット 

 

©大森藤ノ･ＳＢクリエイティブ/ソード・オラトリア製作委員会 

 

期間中、累計のログイン日数に応じて以下のアイテムをプレゼントします！  

※ 最大で 10日分のプレゼントを獲得することができます。 

 

【開催期間】4月 7日 (金) 15時 ～ 4月 21日 (金) 14時まで 

イベント「ソード・オラトリア コラボガチャ」 

ログインキャンペーン① アイテムプレゼント！ 

 



 

【ログインプレゼント（最大 10日間）】 

累計1日目：金貨 300 枚 累計6日目：レアガチャチケット5枚 

累計2日目：銀貨 50000枚 累計7日目：金貨300枚 

累計3日目：レアガチャチケット5枚 累計8日目：属性の鍵3個 

累計4日目：金貨 300枚 累計9日目：マナ 10000 

累計5日目：銀貨 50000枚 累計10日目：ヴァルキリーガチャチケット1枚 

 

 

 ログインするだけで毎日 1回「金貨 100枚」をプレゼント♪ 15日間で最大 1,500枚の金貨 

獲得の大チャンス！ 

【開催期間】4月 7日 (金) 15時 ～ 4月 21日 (金) 14時まで 

 

 

ログインするだけで毎日「ジャガ丸くん」(体力を50回復するアイテム)を2個ずつプレゼント 

いたします！ 

【開催期間】4月 7日 (金) 15時 ～ 4月 21日 (金) 14時まで 

ログインキャンペーン② 毎日 1 回「金貨 100 枚」プレゼント！ 

ログインキャンペーン③ 体力回復の「ジャガ丸くん」をプレゼント！ 

 



 

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！ 

【開催期間】4月 7日 (金) 15時 ～ 4月 21日 (金) 14時まで 

 

今回は異なる期間で強化内容も変わるキャンペーン開催中！眠っていた可愛いあのコを凛々し

く成長させるチャンス！この機会を見逃すな！ 
 

   ■ウルトラ強化キャンペーン① 
期間中、強化合成での経験値増加量が 50%アップ！ 

さらに、強化合成の費用半額に！ 

4月 7日(金)15時 ～4月 14日(金)15時まで 

 
    ■ウルトラ強化キャンペーン② 

期間中、強化大成功の発生確率が 2倍に UP！ 
さらに、装備精錬時の必要マナを半額！！ 

クエスト進行での獲得経験値が 50%アップ！ 

4月 14日(金)15時 ～4月 21日(金)14時まで 

 

おまけ付き金貨販売 

経験値ダンジョン出現！ 

ウルトラ強化キャンペーン 



イベント MAP にユーザーレベルの経験値を大量に獲得できる経験値ダンジョンが出現！この機会に

がっつりとレベルを上げて、体力やパーティーコストを増やそう！  
 
戦闘訓練【初級】 1日3回までプレイ可能 
戦闘訓練【中級】 1日2回までプレイ可能 
戦闘訓練【上級】 1日1回までプレイ可能 
 

  【開催期間】4月 7日 (金) 15時 ～ 4月 14日 (金) 15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】4月 7日 (金) 15時 ～ 4月 21日 (金) 14時まで 

 

 

リツイートキャンペーンも同時開催中！ 

本コラボを記念して、豪華景品が当たる『ゆるドラシル』×『ソード・オラトリア』コラボ開催 

リツイートキャンペーンを開催中です。詳しくは以下の特設ページよりご確認ください。 

 

 

強化フレンドガチャ 

 



■キャンペーン概要 

            【タイトル】『ゆるドラシル』×『ソード・オラトリア』 

                     コラボ開催記念リツイートキャンペーン   

【開催期間】4月 21日（金）まで 

【内容】期間中に特設サイトからリツイートしていただくと、抽選で 

豪華景品が当たります。詳しくは下記の特設サイトを御覧ください。 

【特設サイト】 

 ＜PCサイト＞  http://yurudora.com/sword_oratoria/index.html 

＜スマートフォン＞ http://yurudora.com/sp/sword_oratoria/index.html  

 
 
 
 
 

 

 

 《ソード・オラトリア ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 外伝》 

公式サイト http://danmachi.com/ 
 

■「ソード・オラトリア」アニメ放送予定 

＜テレビ＞ ＜WEB配信＞ 

TOKYO MX 

 2017年4月14日より 毎週金曜 24:30〜 

ｄアニメストア 

 2017年4月18 (火) 12:00〜 

KBS京都 

2017年4月14日より 毎週金曜 24:30〜 

アニメ放題 

 2017年4月18 (火) 12:00〜 

サンテレビ 

2017年4月14日より 毎週金曜 24:30〜 

U-NEXT 

 2017年4月18 (火) 12:00〜 

テレビ愛知 

2017年4月15日より 毎週土曜 25:50〜 

ニコニコ動画 

 2017年4月18 (火) 12:00〜 

BS11 

 2017年4月14日より 毎週金曜 24:30〜 

ニコニコ生放送 

 2017年4月18 (火) 22:00〜 

AT-X 

 2017年4月15日より 毎週土曜 21:00〜 

 リピート放送毎週火曜 13:00～ 

 毎週木曜 29:00～ 

バンダイチャンネル 

 2017年4月18 (火) 12:00〜 

VideoMarket 

 2017年4月18 (火) 12:00〜 

AbemaTV 

 2017年4月14日より 毎週金曜 24:30〜 

 

※編成の都合により、上記の放送日程が変更になる可能性があります。 

                        【権利表記】©大森藤ノ･ＳＢクリエイティブ/ソード・オラトリア製作委員会 

 

「ソード・オラトリア ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 外伝」アニメ情報 

http://yurudora.com/sword_oratoria/index.html
http://yurudora.com/sp/sword_oratoria/index.html
http://danmachi.com/


 

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。 
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