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「ブレイブオンライン～残された光～」

二周年記念『2nd バースデーイベント』第３弾開始！
2015 年 7 月 22 日
株式会社エイタロウソフト

株式会社エイタロウソフト（本社：東京都港区、代表取締役社長：西島 栄太郎、以下エイタロウソフト）が提供す
る、スマートフォン向け本格派 MMORPG「ブレイブオンライン～残された光～」が平成 27 年 7 月 11 日で二周年を
迎えるにあたり、7 月 7 日よりバースデー記念イベントを開催しております。
第 3 弾では 2nd バースデー宝くじイベントの開催や、バースデー後夜祭ガチャが販売されるなど、様々なイベント
が用意されております。
また、2nd バースデーを記念して、ブレイブオンライン公式 Twitter と連動でキャンペーンも開催。
キャンペーンに応募して頂きました応募者様の中から、抽選で 20 名の方に 5000 円分の iTunesCard もしくは
GooglePlay ギフトカードがプレゼントされます。

【2nd バースデーイベント開催期間】
7 月 7 日メンテナンス終了後 ～ 7 月 28 日メンテナンス開始まで

第三弾：7 月 21 日更新

◆◇◆ 2nd バースデー宝くじ開始！ ◆◇◆
イベント期間中、全てのモンスターが落とす『宝くじ引換券』を、ラハト村教会地区に配置された
NPC『宝くじ交換係』に渡す事で、『2nd バースデー宝くじ』と交換する事ができます。
バースデー宝くじにはそれぞれ異なる番号が振られており、抽選によって当たり番号が選ばれ、
当たり番号が記載された 2nd バースデー宝くじを、抽選後にラハト村教会地区に設置される NPC
『宝くじ景品交換係』に渡す事で、各景品と交換する事ができます。
■イベント期間
7 月 21 日メンテナンス終了後～7 月 28 日メンテナンス開始まで
■当選宝くじ抽選日
7 月 28 日メンテナンス
■当選宝くじ交換期間
7 月 28 日メンテナンス終了後～8 月 4 日メンテナンス開始まで
【1 等】各ワールド 5 本
景品：種族ソウル確定 BOX
【2 等】各ワールド 5 本
景品：浄霊玉
【3 等】各ワールド 100 本
景品：ソウル BOX
【4 等】各ワールド 4,000 本
景品：宝石袋
【5 等】各ワールド 25,000 本
景品：お得金券
▼種族ソウル確定 BOX
使用すると、以下の 4 種のソウルのうち、いずれか 1 つが手に入る。
・[兜ソウル]エルフィンソウル…器用さ+5
・[兜ソウル]オズンソウル…敏捷+5
・[兜ソウル]セリアンソウル…攻撃力+20
・[兜ソウル]レミットソウル…魔法攻撃力 10%増加
▼浄霊玉
『幻獣の集落』にいる NPC『浄霊師』に渡す事で、装備品に装着したソウルを外すことができる。
▼ソウル BOX
モンスターのソウルいずれか 1 つがランダムで手に入る。

◆◇◆バースデー後夜祭ガチャ販売開始！ ◆◇◆

強力な新規装備を追加した、バースデー後夜祭ガチャの販売を開始いたしました。
【目玉商品】
短剣と共に装備する事で驚異的な攻撃速度増加効果を得られる盾、ラファルシールド[1]
命中不足で悩む冒険者の心強い味方、最高級の命中増加効果を持つアクセサリ、アルテミスブロ
ーチ[1]
両手杖と装備する事で大幅に詠唱時間を短縮する事のできるアクセサリ、蒼玉石[1]
【バースデー後夜祭ガチャ詳細】
ガチャ 1 回：金貨 10 枚
ガチャ 10 回：金貨 100 枚
全 78 品のアイテムの中から、ランダムで 1 つのアイテムが手に入る
販売期間 ： 2015 年 7 月 21 日メンテナンス終了～2015 年 8 月 20 日メンテナンス開始まで

◆◇◆ Twitteｒキャンペーン開催！ ◆◇◆
ブレイブオンライン公式 Twitter をフォローして頂き、キャンペーンに応募して頂きました応募者様
の中から、抽選で 20 名の方に 5000 円分の iTunesCard もしくは GooglePlay ギフトカードをプレゼ
ントする Twitter キャンペーンを開催いたします。
【景品】
○iTunesCard 5000 円 × 10 名様
○GooglePlay ギフトカード 5000 円 × 10 名様
【応募方法】
○ブレイブオンライン～残された光～公式アカウント「@LemuriaInfo」をフォローする。
○指定のハッシュタグを記入してブレイブオンラインに関するツイートを投稿する。
・iTunesCard 5000 円に応募するハッシュタグ
#ブレイブ 2 周年_ios
・GooglePlay ギフトカード 5000 円に応募するハッシュタグ
#ブレイブ 2 周年_and
※ハッシュタグとは Twitter で使用される『#』と『文字』で構成される文字列です。
※ハッシュタグによって当選景品が異なりますのでご注意ください。
※応募はアカウントごとに各ハッシュタグ 1 回のみとなります。
【応募条件】
○Twitter アカウントを保有している方である事。
○投稿が全体公開されている事。
【期間】
7 月 21 日(火)～7 月 27 日(月)
【当選者】
応募者の中から抽選で各ハッシュタグ 10 名様、合計 20 名様に Twitter のダイレクトメッセージ(DM)
にて景品コードをご連絡いたします。
DM に記載されているコードを各ストアでご利用ください。
なお、当選者の発表は DM の発送をもって代えさせて頂きます。
【注意事項】
キャンペーン期間中は何回ツイートしていただいても問題ございません。
ツイート内容は公序良俗に反しない内容でお願い致します。
景品発送前に公式 Twitter アカウントのフォローを外すと DM が送れない為無効となりますのでご
注意ください。
非公開アカウントは抽選対象外となります。
抽選方法、抽選結果に関するお問い合わせにはお答えできません｡

◆「ブレイブオンライン～残された光～」について
本作は平成25年7月11日よりApp Storeより配信されている２DMMORPGであり、スマートフォン
の特性を活かし２DMMORPGにする事により、キャラクターの可愛さを魅力的に描き出し、同時に
より多くのプレイヤーが参加することが可能となりました。
プレイヤーは、9 種の職業から自分の好みの職業を選ぶ事が出来、全ての職業には上位職が
用意されております。
一定以上までキャラクターを育成する事で転職を行う事が可能です。
また、複数ギルド参加型の GvG を採用しており、多数のギルドが『ギルドソウル』と呼ばれるシ
ンボルを奪い合う『グランドギルドバトル』と、ランキングに沿ったギルド同士で生き残りをかけて戦
う『ギルドバトルロワイヤル』というシステムがあります。
◆対応機種
iOS 6 以上の iPhone 端末、iPod touch 端末、iPad 端末。
Android 2.3.3 以上の Android 端末（一部除外）、タブレット端末。
◆利用料金
ダウンロード無料・月額無料・アイテム課金制
◆公式 HP◆PC
http://www.eitarosoft.co.jp/jp/braveonline/index.html
◆公式 HP◆スマートフォン
http://bo.esgm.jp/index.php
◆App Store◆
https://itunes.apple.com/jp/app/bureibuonrain-cansareta-guang/id642717377
◆Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.eitarosoft.brave
※ iPhone、iPad、は Apple Inc.の商標です。
※ iOS 商標は、米国 Cisco のライセンスに基づき使用されています。
※App Store は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標または登録商標です。
※Android、Google play は、Google Inc.の登録商標または商標です。

【株式会社エイタロウソフト】
エイタロウソフトは国内初のアプリによる3Dエンジンの開発に成功した会社です。
独自に開発した3D技術を基に3Dアバターシステムの開発を行っており、ajax を使用した世界的
にも最先端の技術を駆使して、国内初となる携帯電話ブラウザ向けの3Dアバターシステムの提供
を実現しております。
さらにP2Pによるオンライン技術の開発や、携帯電話において国内初となる4人同時に参加可
能なフル3DのオンラインRPGを実現する等、ネットワーク技術の研究開発にも力を注いでいます。
エイタロウソフトは常に新しい技術の研究開発に取り組んでおり、困難と見込まれるサービスを実
現する為の技術開発を数多く成功させ、他には無い差別化したサービスを望まれるお客様に高い
評価をいただいております。
当社の詳細につきましては、次のHPをご覧ください。(http://www.eitarosoft.co.jp/jp/)
設立：2002年1月
本社：東京（港区）
【本件に関する問い合わせ】
エイタロウソフト広報担当
Email：pr@eitarosoft.co.jp
【弊社タイトルの協業・ご取材に関するコンタクト】
http://www.eitarosoft.co.jp/jp/contact_input.php

