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アクセルマーク株式会社 

株式会社 enish 

 

『天空のレギオン』×『ドラゴンタクティクス』 

夏まで待てない！激アツコラボキャンペーンを開催！ 

～夏 ver.のコラボカードを期間限定でプレゼント～ 

 

アクセルマーク株式会社（本社：東京都中野区 代表者：尾下 順治 証券コード：3624）と株式会社 enish（本社：東

京都港区 代表者：安徳孝平 証券コード：3667）は、「Mobage（モバゲー）」にて提供中の『天空のレギオン』と『ドラゴ

ンタクティクス』において、2015 年 7 月 9 日（木）13 時より、両タイトルで同時開催のミッション達成型コラボキャンペー

ンを開催することを発表いたします。 

 

本キャンペーンでは、期間中にそれぞれのゲーム内で指定されたミッションをクリアすると、高レアリティで夏バージョ

ンの限定美女コラボカードがもれなくプレゼントされます。 

 

 



▼『天空のレギオン』×『ドラゴンタクティクス』コラボキャンペーン 

＜イベント期間＞ 

ミッション開催期間：2015 年 7 月 9 日（木）13 時〜2015 年 7 月 16 日（木）23 時 59 分 

アイテム受取期限：2015 年 7 月 23 日（木）23 時 59 分 

 

上記イベント開催期間中に、 『天空のレギオン』、 『ドラコンタクティクス』それぞれのゲーム内指定されたミッション

を達成すると、期間限定夏バージョンの美女カードやガチャチケットを含む各ゲームのアイテムをプレゼントいたしま

す。  

 

＜アイテム獲得までの流れ＞ 

1. 『ドラゴンタクティクス』で指定されたミッションを達成 

2. 『天空のレギオン』内のミッション一覧ページへアクセスし、アイテムをゲット！ 

 

1. 『天空のレギオン』で指定されたミッションを達成 

2. 『ドラゴンタクティクス』内の報酬受け取りページヘアクセスし、アイテムをゲット！ 

 

▼	 コラボ限定カード 

・『天空のレギオン』で獲得可能な『ドラゴンタクティクス』コラボカード 

             

名前 ：[水祀]グリンダ＆フィンティ(SUR) 

ステータス ：攻撃力 4800〜／防御力 3800〜 

属性 ：水 

種族 ：魔導 

スキル名 ：ブレイジングオアシス 

スキル効果 ：全属性の攻 中アップ+自デッキのスキル1回発動するたび更に極小アップ 

涸れた水が再び湧いてきたからといって、はしゃぎすぎですよ？ 

水浴びより前に、まずは水のありがたさに感謝しないと。 

進化 



・『ドラゴンタクティクス』で獲得可能な『天空のレギオン』コラボカード 

     

キアラ （HR） 

・初期値 

攻撃：8387 防御：9988 

会心：956 回避：2444 

・MAX 値 

攻撃：20910 防御：15201 

会心：2988 回避：4844 

 

▼	 ミッション一覧とプレゼント内容 

『ドラゴンタクティクス』ミッション 『天空のレギオン』で獲得出来るアイテム 

チュートリアル突破 ゴールドガチャチケット×3 枚 

『ドラゴンタクティクス』で招待送信（15 回迄） AP ドリンク(自分用)×1 個 

『ドラゴンタクティクス』で招待成立（15 回迄） ゴールドガチャチケット×1 枚 

クエストでレイドボスに遭遇（1 日 1 回、期間中毎日） AP ドリンク(自分用)×1 個 

ログイン日数（1 日目） ゴールドガチャチケット×3 枚 

ログイン日数（2 日目） UR 以上確定ガチャチケット×1 枚 

ログイン日数（3 日目） SUR 武器確定ガチャチケット×5 枚 

ログイン日数（4 日目） AP ドリンク(自分用)×20 個 

ログイン日数（5 日目） コラボ限定 SUR カード『[水祀]グリンダ＆フィンティ』×1 枚 

エレメントを装備する SUR 武器確定ガチャチケット×1 枚 

Lv.10 達成 ゴールドガチャチケット×5 枚 

Lv.20 達成 コラボ限定 SUR カード『[水祀]グリンダ＆フィンティ』×1 枚 

レイドボス 5 体撃破 UR 以上確定ガチャチケット×1 枚 

レイドボス 10 体撃破 コラボ限定 SUR カード『[水祀]グリンダ＆フィンティ』×2 枚 

※	 キャンペーン開始前にチュートリアルをクリアしているユーザーにもプレゼントされます。 

アイリス（UR） 

・初期値 

攻撃：15938 防御：19840 

会心：3144 回避：1844 

・MAX値 

攻撃：31929 防御：39559 

会心：5644 回避：4244 



※	 キャンペーン開始前に条件レベルに達しているユーザーにもプレゼントされます。 

 

『天空のレギオン』ミッション 『ドラゴンタクティクス』で獲得出来るアイテム 

チュートリアル突破 コラボガチャチケット×1 枚、英気の聖水(自分用)×2 個 

『天空のレギオン』で 1 人招待成功 コラボガチャチケット×1 枚 

『天空のレギオン』で 5 人招待成功 コラボガチャチケット×3 枚 

『天空のレギオン』で 10 人招待成功 コラボガチャチケット×5 枚 

レギオンバトルに参加する コラボガチャチケット×1 枚 

ログイン日数（1 日目） コラボガチャチケット×1 枚 

ログイン日数（2 日目） コラボガチャチケット×1 枚 

ログイン日数（3 日目） コラボガチャチケット×2 枚 

ログイン日数（4 日目） コラボガチャチケット×5 枚 

ログイン日数（5 日目） コラボ限定 UR カード『アイリス』×1 枚 

ユーザーが 2 名以上の飛空団に所属 コラボガチャチケット×1 枚 

Lv.10 達成 コラボガチャチケット×2 枚 

Lv.20 達成 コラボガチャチケット×5 枚 

Lv.30 達成 コラボ限定 HR カード『キアラ』×1 枚 

※	 キャンペーン開始前にチュートリアルをクリアしているユーザーにもプレゼントされます。 

※	 キャンペーン開始前に条件レベルに達しているユーザーにもプレゼントされます。 

 

 

▼	 『ドラゴンタクティクス』で同時開催するコラボキャンペーン 

 

・【コラボ企画！】天空のレギオン×ドラタクコラボガチャ（開催期間 7月9日（木）13時〜7月16日（木）23時59分） 

コラボミッションクリアでプレゼントされる「コラボガチャチケット」1枚につき、ガチャを1回引くことが出来ます。 

ガチャの中には、コラボカードの「キアラ（HR）」や「アイリス（UR）」が含まれる、コラボ期間限定の企画です！ 

 

▼	 『天空のレギオン』で同時開催するコラボキャンペーン 

 

①【コラボ企画！】ヘニャットと空飛ぶ宝箱 コラボver. （開催期間 7月9日（木）18時〜7月14日（火）18時） 

通常クエスト、試験、レギオンバトルに参加してリンゴを収集し、ヘニャットにリンゴを与えます。ヘニャットは、リンゴを

食べてお腹いっぱいになると、宝箱を探して大空に飛び立ちます。ヘニャットを飛ばすとpt（ポイント）が付与され、宝

箱を開けるとゲームに役に立つアイテムが手に入ります。pt（ポイント）一定数貯まると、限定コラボカードをプレゼン

ト。ヘニャットを沢山飛ばしてアイテムとpt（ポイント）を大量ゲットしましょう！ 



                

・「ヘニャットと空飛ぶ宝箱」pt 達成報酬 

名前： [魔砲]ウルテ（SUR） 

属性： 雷  

種族： 魔導 

攻撃力：4310〜  

防御力：3250〜 

スキル名：カースサンダーレクイエム 

スキル効果：水属性の攻 特大ダウン 

 ・相手の属性フォーメーション−10％ 

 

 

②【コラボ企画！】スーパーじゃがハントガチャ（開催期間 7月9日（木）18時〜7月13日（月）18時） 

ガチャを回してP缶を手に入れ「じゃがもん」を討伐！討伐成功の有無に関わらず、多数のアイテムを入手出来ます。 

ここでしか手に入らない、限定コラボカードも特別報酬に登場！ 

         

 

 

・「ヘニャットと空飛ぶ宝箱」トレジャー報酬 

名前：[冷刃]ミヒャエラ（LG） 

属性： 森  

種族： 戦士  

攻撃力：5650〜 

防御力：4150〜 

スキル名：アンリミテッドべイン 

スキル効果（全属性の防 特大ダウン） 

[水愛]バニャート（LG） [海宮]ワタツミ（LG） [人魚]ヴィヴィアン・レディ（LG） 



③【コラボ企画！】スロットガチャ（開催期間 7月11日（土）18時〜7月14日（火）18時） 

スロットチケットを購入し、1枚消費することでスロットを回転。リールの揃ったアイテムをゲット！ 

スロットでは、最高レアリティであるLGカードと引き換え可能なチケットも当たります。 

     

 

 

※	 各キャンペーンの内容、獲得出来るアイテムは予告なく変更することがございます。 

※	 イベントの詳細につきましては各ゲームのお知らせページを御覧ください。 

 

 

 

■天空のレギオン 

『天空のレギオン』は、突如襲来した凶悪な巨人によって天空へと住処を追われ

た人類が、巨人討伐隊である「飛空団」を結成し、地上の資源を取り戻すため巨

人と戦いを繰り広げるカードバトル型ソーシャルゲームです。 

本ゲームでは、結成された「飛空団」同士で戦う、時間限定のリアルタイムバトル

「レギオンバトル」を日々開催。バトルで勝利するためには、カードステータスの

高さだけではなく、5種類からなる属性や多彩なスキル、飛空団員の属性の組み

合わせなど、チームの連携と高い戦略性が必要となる、複雑で白熱したバトルを

楽しむことが出来ます。 

 

▼アクセス 

【Mobage版】スマートフォン    http://sp.pf.mbga.jp/12009983 

【Mobage版】フィーチャーフォン http://pf.mbga.jp/12009983 

または右のQRコードから⇒ 

  

[旅憩] キャラバン・コロン（LG） [姫遊] マレイカ（LG） 



 

■ドラゴンタクティクス 

『ドラゴンタクティクス』とは、enishが2012年7月から配信を開始し、国内200万人

以上のお客様に遊んで頂いている大人気本格RPGです。その特長である超美

麗グラフィックや奥深いストーリー、戦略性の高いバトルシステム「メビウスデュエ

ルシステム（※）」が特徴です。 

 

（※）メビウスデュエルシステム・・・回転する3×3の9マスにカードを配置してバトルをする全く新しいカ

ードバトルシステム。 

 

▼アクセス 

【Mobage版】スマートフォン    http://sp.pf.mbga.jp/12014627/ 

【Mobage版】フィーチャーフォン http://pf.mbga.jp/12014627/ 

または右のQRコードから⇒ 

 

 

＜会社概要＞ アクセルマーク株式会社 （http://www.axelmark.co.jp） 

 所在地  東京都中野区本町1-32-2 

 設立   1994年3月  

 代表者  代表取締役社長 尾下 順治  

 事業内容 ソーシャルゲーム事業、コンテンツ事業、広告事業 

 

＜会社概要＞ 株式会社enish （http://www.enish.jp/） 

 所在地  東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー39F 

 設立   2009年4月  

 代表者  代表取締役社長 安徳 孝平 

 事業内容 ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【本件に関するお問い合わせ】 

アクセルマーク株式会社 広報担当 

東京都中野区本町 1-32-2 ハーモニータワー15 階 

E-mail : press@axelmark.co.jp   T E L : 03-5354-3351 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＃ ＃ 文中の会社名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。 ＃ ＃ 


