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『新約 アルカナスレイヤー』「穢れを祓え!ひな祭りランキングイベント」開始！
限定SR「妖狐の魔術師 コトノハ」をゲットしよう！
株式会社MiMi(代表取締役社長：鎌田誠)は、配信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』にて、本日 2016 年 2 月 26 日（金）15 時より「穢れを祓え!ひな祭りランキングイベント」を開始いたします。
上位入賞者には、妖狐の神通力を受け継ぐ「妖狐の魔術師 コトノハ」や、限界突破素材「堕ちた神の魂(MR)」など、豪華賞
品をプレゼントいたします。また、累積ポイントで獲得できる報酬もプレゼントいたします。
【穢れを祓え!ひな祭りランキングイベント概要】

イベント開催期間：2016/2/26(金) 15:00 ～ 3/8(火) 23:59 まで
■ランキングイベントとは
ランキングイベント専用ステージをプレイし、ステージクリア後にランキングポイントを獲得していくイベントです。
イベント終了後には、ポイントの順位などに応じて限定 SR カードやアイテムなどをプレゼントします。
ランキング以外にも、獲得したポイントによって入手できる賞品もあるので、ぜひ参加してみてください！
●イベント進行方法
1．ホーム画面のメニューを切り替えて、ランキングクエストを選択

2．好きな難易度を選択しバトルスタート！

３．バトルで、敵ユニットを倒して「ランキングポイント」を集めましょう。

４．バトルクリアでランキングポイントを獲得！

●「超上級」を攻略しよう！
前回に引き続き、「上級」より難しい「超上級」が登場します。登場する敵はすべて非常に強力ですが、レアリティの高いアイテム
がドロップする確率が大幅アップ！
また、「超上級」では、イベント終了時にクリア回数に応じた累積報酬を受け取ることができます。
何度も挑戦して、すべての報酬を獲得しましょう！
・クリア回数報酬
1 回クリア達成！：サクリファイス極大（SR）×1
3 回クリア達成！：アルカナメダル ×300
5 回クリア達成！：オート 2 倍アイテム ×5
10 回クリア達成！：R+以上確定チケット ×3
●ひな祭りンランキング専用チケットガチャ登場！

イベント期間中、敵を倒すとまれに獲得できる「ひな祭りチケット」を使用して、専用のチケットガチャを使用することができます！
ガチャからは、普段獲得できないレアな強化カードや進化素材、東方の国出身のキャラクターに加え、ランキングのみに出現する
「妖狐の魔術師 コトノハ」が出現することも……！
ランキングステージをたくさんプレイして、限定カードをゲットしよう！
●敵ユニットとドロップアイテムについて

●ランキング報酬
今回のランキングの目玉は、妖狐の神通力を受け継ぐイベント限定 SR「妖狐の魔術師 コトノハ(SR)」です！そのほかにも、限
界突破素材「堕ちた神の魂(MR)」など、確実にゲットしたいアイテムなどが目白押しです。
さらにランキング報酬に加え、ラッキーナンバー順位に該当したプレイヤーには、追加の豪華賞品を贈呈します！
●ランキング報酬一覧
1 位：狐の魔術師 コトノハ（SR） ×4、堕ちた神の魂（MR） ×4、伝説の勇者のカケラ（限界突破・中） ×4、SR 確定チケット ×4
2 位：妖狐の魔術師 コトノハ（SR） ×3、堕ちた神の魂（MR） ×3、伝説の勇者のカケラ（限界突破・中） ×3、SR 確定チケット ×3
3 位：妖狐の魔術師 コトノハ（SR） ×2、堕ちた神の魂（MR） ×2、伝説の勇者のカケラ（限界突破・中） ×2、SR 確定チケット ×2
4 ～ 10 位：妖狐の魔術師 コトノハ（SR）、伝説の勇者のカケラ （限界突破・中） 、SR 以上確定チケット、堕ちた神の魂 （MR）
11 ～ 30 位：アルカナメダル ×2000、R+以上確定チケット ×10、伝説の勇者のカケラ （限界突破・中）、消えた英雄の誇り ×5
31 ～ 50 位：アルカナメダル ×1000、R+以上確定チケット ×8、消えた英雄の誇り ×4
51 ～ 100 位：アルカナメダル ×500、R+以上確定チケット ×4、消えた英雄の誇り ×3
101 ～ 200 位：サクリファイス・極大 ×5、R+以上確定チケット ×3、消えた英雄の誇り ×2
201 ～ 300 位：サクリファイス・極大 ×4、R+以上確定チケット ×2、招集ガチャチケット ×4
301 ～ 500 位：招集ガチャチケット ×3、R+以上確定チケット
501 ～ 750 位：招集ガチャチケット ×3、金塊 ×5
751 ～ 1000 位：招集ガチャチケット ×2、金塊 ×3
1001 ～ 2000 位：金塊 ×2、オート 2 倍アイテム ×5
2001 ～ 3000 位：体力回復薬 ×3、オート 2 倍アイテム ×3

●ラッキーナンバー報酬
33 位：SR 以上確定チケット ×3
333 位：伝説の勇者のカケラ（限界突破・中） ×3
444 位：消えた英雄の誇り"×4

555 位：アルカナメダル × 555
666 位：サクリファイス極大(SR） ×6
777 位：招集ガチャチケット ×7
888 位：体力回復薬 ×8
999 位：進化万能薬 ×99
1111 位：経験値アップ薬 x11
2222 位：オート 2 倍アイテム×22
●ポイント報酬
300 ポイント達成！：妖狐の魔術師 コトノハ（R）、サクリファイス・中（R） ×5
1500 ポイント達成！：サクリファイス・大（R+） ×2、金塊
6000 ポイント達成！：妖狐の魔術師 コトノハ（R） 、体力回復薬 1/2
12000 ポイント達成！：サクリファイス・大（R+） ×2、オート 2 倍アイテム ×3
24000 ポイント達成！：妖狐の魔術師 コトノハ（R） ×2、サクリファイス・大（R+） ×2
30000 ポイント達成！：進化万能薬 ×25、金塊 x2
60000 ポイント達成！：妖狐の魔術師 コトノハ（R+） 、金塊 x2
99000 ポイント達成！：サクリファイス・大（R+） ×5、金塊 x2
120000 ポイント達成！：消えた英霊の誇り（限界突破・小）
150000 ポイント達成！：進化万能薬 ×25
180000 ポイント達成！：消えた英霊の誇り（限界突破・小） ×2
225000 ポイント達成！：進化万能薬 ×25、アルカナメダル ×200
※ランキングの順位報酬、ポイント報酬は、イベント終了日以降 1 日以内にプレゼントボックスへ送られます。
※ポイント報酬、その他報酬は、イベント終了日以降、随時プレゼントボックスへ送られます。
※ポイントは、ステージクリア時のみ獲得できます。
※イベント内容や予定は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
▼キャラクターカード「妖狐の魔術師 コトノハ(SR)」

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

新約アルカナスレイヤー Android 版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mimi.arcanaslayer
新約アルカナスレイヤー iOS 版：https://itunes.apple.com/jp/app/id1049636515?mt=8
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/

