■プレスリリース
報道関係者各位
2015 年 12 月 18 日
株式会社 MiMi

『新約 アルカナスレイヤー』
Android 版先行配信を 12 月 18 日本日 15 時 30 分開始！
スタートダッシュキャンペーンも実施！
株式会社 MiMi(代表取締役社長：鎌田誠)は、現在開発中のスマートフォン向けゲームアプリ（iOS/Android）『新約 ア
ルカナスレイヤー』を、本日 2015 年 12 月 18 日（金） 15 時 30 分に Andoroid 版を先行リリース配信いたします。
また、Andoroid 版リリースを記念して、スタートダッシュキャンペーンを実施いたします。
◯新約 アルカナスレイヤー Android 版 URL
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mimi.arcanaslayer

【新約アルカナスレイヤーとは】
本アプリは、鏡貴也 with アタットリーが手掛けるオリジナルシナリオのシミュレーション RPG です。シナリオ担当に鏡貴也 with ア
タットリー、サウンドには伊藤賢治氏・佐野電磁氏、キービジュアルに戸部淑氏を迎えた新感覚シミュレーション RPG となります。
職種ユニットに装着するキャラクターカードの組み合わせで攻撃範囲や陣形を操り、自分なりの戦略を考えてクエストをクリアしてい
きましょう！
【スタートダッシュキャンペーン】
ゲームをプレイしていただいた方全員に、ゲーム内で使える魔石 5 個をプレゼントいたします。
■プレゼントの受け取りについて
チュートリアル突破後、ホーム画面左中段のプレゼントボックス内からお受け取りください。
■プレゼント受け取り期間
2015 年 12 月 18 日（金）～2015 年 12 月 23 日（水）
【リリース直後からイベントが盛りだくさん！】
リリース記念といたしまして、12 月 18 日（金）よりリリース記念キャンペーンや記念イベントを開催いたします。
また、記念特別キャラクターカードや超強力な MR キャラクターカードが排出されるリリース記念招集ガチャも実施いたします。
ぜひプレイしてみてください！
※各イベントの詳細情報については、ゲーム内お知らせよりご確認ください。

●正式リリース記念 超豪華ログインボーナス

2 日目ログインで限定 SR キャラクターカードやゲーム内で使用できる魔石などを獲得できるログインボーナスを実施いたします。
毎日ログインしてＳＲキャラクターカードを手に入れましょう！
ログインボーナスキャンペーン一覧
1 日目：魔石 5 個
2 日目：SR キャラクターカード 光の剣士ジュディ
3 日目：3000 ゴールド
4 日目：経験値アップ小 カード 1 枚
5 日目：3000 ゴールド
6 日目：魔石 5 個
7 日目：AUTO２倍アイテム 3 個
8 日目：経験値アップ中 カード 1 枚
9 日目：3000 ゴールド
10 日目：SR キャラクターカード 光の剣士ジュディ
11 日目：5000 ゴールド
12 日目：AUTO2 倍アイテム 4 個
13 日目：経験値アップ大 カード 1 枚
14 日目：魔石 5 個
※AUTO2 倍アイテムについて：バトルのオートプレイ時、2 倍速になる便利アイテムです。
※ログインボーナスは毎朝 5:00 に切り替わります。
※ログインボーナスで配布されたアイテムはホームのプレゼントボックスより受け取りできます。
※実施期間をもってログインイベントが終了します。
※限定 SR 光の剣士 ジュディの最終進化は S レアとなっております
▼SR キャラクターカード 光の剣士ジュディ

●魔石増量キャンペーン

リリース記念といたしまして、ゲーム内で使用できる「魔石」を最大で 30%増量するキャンペーンを実施いたします。
●初回限定招集ガチャキャンペーン

正式リリース記念といたしまして、初回限定で SR 以上の出現率が UP！
限定カード＆最上位レアリティの MR も登場！
《招集ガチャラインナップ》
▼偽りの聖剣 フローラ（剣士）

▼世界を狙う罪人 ガルバート（騎士）

※「世界を狙う罪人 ガルバート」については、2015 年 12 月 30 日までの期間限定排出となります。
▼死者の女王 クリームヒルト（魔術師）

▼猫の弟子 ナーナ（弓使い）

※「猫の弟子 ナーナ」については、2015 年 12 月 30 日までの期間限定排出となります。
▼大聖女 アンジェリカ（ヒーラー）

※「世界を狙う罪人 ガルバート」と「猫の弟子 ナーナ」については、2015 年 12 月 30 日（水）までの期間限定排出となりま
す。
【事前登録特典について】
事前登録特典については、2015 年 12 月 24 日から配布予定となります。
楽しみに待っていてください！
▼公式 Twitter フォローキャンペーン実施中です！
○新約アルカナスレイヤー公式アカウント
https://twitter.com/arcanaslayer
▼今後も、情報については随時ティザーサイトで公開してまいります。
新約アルカナスレイヤーティザーサイト
URL：http://www.arcanaslayer.com/
今後も株式会社 MiMi は、お客様のご満足を得られるように努力をしていきますので、どうぞご期待ください。

■『新約 アルカナスレイヤー』サービス概要
タイトル名：

新約 アルカナスレイヤー (英字表記：ArcanaSlayer)

ジャンル：

シミュレーション RPG

利用環境：

スマートフォン（Android/iOS）

シナリオ担当：

「鏡貴也 with アタットリー」

サウンド担当：

伊藤賢治＆佐野電磁

イラスト担当：

戸部淑

プロデューサー：

御手洗達生

サービススケジュール：2015 年冬
新約アルカナスレイヤー公式 Twitter：https://twitter.com/arcanaslayer
新約アルカナスレイヤー公式 FaceBook：https://www.facebook.com/new.contract.arcanaslayer
新約アルカナスレイヤー公式 WEB サイト： http://www.arcanaslayer.com/

●企画：株式会社 MiMi（かぶしきがいしゃ みみ）
元 NHNJapan の在籍 3 名が立ち上げた、オールラウンドなゲーム企画、開発会社。
代表の鎌田誠は、NHN Japan においてスマートフォン事業部長として「LINE ゲーム」の立ち上げなどに携わる。
今後は自社企画だけでなく、他社制作物にも参加していきます。
http://mimigames.co.jp/
●シナリオ監修：「鏡貴也 with アタットリー」
http://attatory.com/
●システム開発：株式会社ブリブサー
http://bribser.co.jp/

―――――――――――――――――――――――――
このプレスリリースについてのお問い合わせ先
―――――――――――――――――――――――――
MiMi 広報担当 石塚 映子（ ishizuka@mimigames.co.jp ）
東京都渋谷区円山町 15-3 グランエスト 5 階
http://mimigames.co.jp/
03-3464-0750
―――――――――――――――――――――――――

