
 

  2017年 7月 18日発信 

 

報道関係者各位 

クローバーラボ株式会社 

 

 

今度は「ファントムキングダム」＆ 

「ファントムブレイブ」とのＷコラボ！ 

 
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、 

株式会社 日本一ソフトウェア （本社：岐阜県各務原市）の『ファントムキングダム』『フ

ァントムブレイブ』とのコラボキャンペーンを開催したことをお知らせいたします。 

 
 

■コラボ概要 

【タイトル】「ファントムキングダム」「ファントムブレイブ」コラボ 

【期間】2017年 7月 18日（火）15時～7月 31日（月）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. コラボクエスト「ファントム・ドラシル」（期間：7/18～7/31） 

2. ガチャキャンペーン「ファントムガチャ」（期間：7/18～7/31） 



3. ガチャキャンペーン「ディスガイアガチャ」（期間：7/18～7/31） 

4. ログインキャンペーン① 

 アイテムプレゼント！（期間：7/18～7/31） 

5. ログインキャンペーン② 

 「金貨」をプレゼント！（期間：7/18～7/31） 

6. ログインキャンペーン③ 

  体力回復アイテム「コーンスープ」をプレゼント！（期間：7/18～7/31）  

7. おまけ付き金貨販売（期間：7/18～7/31） 

8. ウルトラ強化キャンペーン（期間：7/18～7/31） 

9. 経験値ダンジョン（期間：7/24～7/31） 

10. RTキャンペーン（期間：7/15～7/31） 

11. 期間限定！ホーム背景配布（期間：7/18～7/31） 

   以下、キャンペーン内容の詳細をご案内いたします。 

 

 

＜コラボ内容のご案内＞ 

 
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！ 

＜ストーリー＞ 

舞台は魔王ゼタが支配する魔界。魔王ゼタの『異世界の強いやつと戦ってみたい』という 

ワガママから魔界に召喚されてしまった！ 

ゆるドラおなじみメンバーたちそんな魔王ゼタのワガママに付き合いきれないと 

 呆れる一行だったが元の世界に戻すことができるのは、召喚者の魔王ゼタのみだった。 

こうして一行は元の世界に戻るため魔王ゼタに挑むことになったのであった！ 

 

【開催期間】7月 18日 (火) 15時 ～ 7月 31 日 (月) 14時まで 

コラボイベント「ファントム・ドラシル」 

」 



ファントムガチャとは「ファントム・キングダム」「ファントム・ブレイブ」コラボユニットが

入っている期間限定のガチャキャンペーンです。この機会に是非お試しください！ 

【開催期間】7月 18日 (火) 15時 ～ 7 月 31日 (月) 14 時まで 
 

 
ディスガイアガチャとはディスガイアコラボユニットが入っている期間限定のガチャキャンペーン

です。今なら 10回以内に 1体確定のチャンス！この機会に是非お試しください！ 

【開催期間】7月 18日 (火) 15時 ～ 7 月 31日 (月) 14 時まで 
 

 

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

【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2日目 銀貨 50,000枚 

累計3日目 レアガチャチケット 5 枚 

累計4日目 金貨 300枚 

累計5日目 銀貨 50,000 枚 

累計6日目 レアガチャチケット 5 枚 

累計7日目 金貨 300 枚 

累計8日目 属性の鍵 3個 

累計9日目 マナ 10,000 枚 

累計10日目 ★4確定ガチャチケット 5枚 

【開催期間】7月 18日 (月) 15時 ～ 7 月 31日 (月) 14時まで 

ガチャキャンペーン「ファントムガチャ」 

ログインキャンペーン① アイテムプレゼント! 

 

ガチャキャンペーン「ディスガイアガチャ」 

 



 

 ログインするだけで毎日 1回「金貨 200枚」をプレゼント♪ 

14日間で最大 2,800枚の金貨獲得の大チャンス！ 

【開催期間】7月 18日(火) 15時 ～ 7月 31 日 (月) 14 時まで 

 

 

ログインするだけで毎日「コーンスープ」(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】7月 18日 (火) 15時 ～ 7 月 31日 (月) 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！ 

【開催期間】7月 18日(火)15時 ～ 7 月 31日 (月) 14 時まで 

 

  

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「コーンスープ」をプレゼント！ 

 

ログインキャンペーン② 毎日 1 回、「金貨 200 枚」プレゼント！ 

ウルトラ強化キャンペーン 



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！ 

 

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

さらに、強化合成の費用が半額に！ 

   【開催期間】7月 18 日(火) 15時 ～ 7月 24 日 (月) 15 時まで 

■ウルトラ強化キャンペーン（後半） 
期間中、装備精錬時の必要マナが半額！！ 

この機会に装備を強化しパーティ強化！ 

     【開催期間】7月 24 日 (月) 15 時 ～ 7月 31日 (月) 14時ま 

 

  

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

この機会にがっつりとレベル上げをして体力の上限を増やしたり、お気に入りパーティが組め

るようになろう！ 

【開催期間】7月 24日 (月) 15時 ～ 7 月 31日 (月) 14 時まで 

 

  
豪華賞品を GET するチャンスのリツイートキャンペーンも開催中! 

ファントムキングダムデジタル原画集など豪華賞品を 14 名様にプレゼント! 

【コラボサイト】http://yurudora.com/phantom/ 

【開催期間】7月 15日 (土) 16時 ～ 7 月 31日 (月) 14 時まで 

  

コラボ開催を記念してホーム背景に期間限定背景を追加しました。 

※専用背景は本コラボ期間が終了後に削除されます。 

【開催期間】7月 18日 (火) 15時 ～ 7 月 31日 (月) 15 時まで 

期間限定！ホーム背景配布 

 

RTキャンペーン 
 

経験値ダンジョン 

 

http://yurudora.com/phantom/


権利表記：© Nippon Ichi Software, Inc. 

 

【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。 
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