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2017/09/15
株式会社コアエッジ
東京都品川区東大井 5-26-22 エクシズビル 8F

『クイズ RPG 魔法使いと黒猫のウィズ PC』
1 周年記念 豪華 10 大キャンペーン開催！

オンラインゲームの開発・運営を行う株式会社コアエッジが、現在サービス中の PC ブラウザゲーム『クイズ RPG 魔
法使いと黒猫のウィズ PC（以下、黒猫のウィズ PC）
』（原作：スマートフォン向けアプリ『クイズ RPG 魔法使いと
黒猫のウィズ』 / 版権元：株式会社コロプラ）は、運営 1 周年を迎えました！
これを記念し、本日 2017 年 9 月 15 日(金)14:00 より「1 周年記念 豪華 10 大キャンペーン」を開催します！

感謝の気持ちを込めて、特典盛りだくさんの
10 大キャンペーンを開催！
多くのファンの皆様に支えられ「黒猫のウィズ PC」は運営 1 周年を迎える事が出来ました！
これを記念し、感謝の気持ちを込めたキャンペーンを多数実施させて頂きます。
どうぞご期待ください！

■黒猫ウィズ PC1 周年記念 豪華 10 大キャンペーン
その１：3 万円相当のプレゼントが必ず貰える？1 周年記念！超豪華賞品贈呈！
【開催期間】
2017 年 9 月 15 日(金)14:00

～

10 月 3 日(火)10:59 まで

【内容】
期間内にログインした全てのユーザー様に、超豪華「覚醒進化素材詰め合わせ」をプレゼント！
お気に入りの精霊を最高レアリティ G へ進化させよう！！

－覚醒素材詰め合わせ内容―
・ハイ・エーテルグラス×5

・イクシードエリクサー×5

・勇者の記憶×1

・賢者の記憶×1

・火の断片×60

・水の断片×60

・創者の記憶×1
・雷の断片×60

その２：最高レアリティ出現確率が超絶 UP！1 周年記念アニバーサリーガチャ販売！！
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【開催期間】
2017 年 9 月 15 日(金)14:00

～
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9 月 26 日(火)10:59 まで

【内容】
期間内に 1 周年を記念したスペシャルガチャを販売します。
最高レアリティ G の出現確率は何と破格 5％！！
どうぞごのチャンスをお見逃しなく！
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その 3：ギルドフェスタ開催！期間限定クエストも再登場！

【開催期間】
2017 年 9 月 15 日(金)14:00

～

10 月 3 日(火)10:59 まで

【内容】
キャンペーン期間中は『智慧を宿す森』の全クエストが解放されます！
さらに、夏休みキャンペーン期間中に好評だったクエスト『ミスティックオオカブトを捕まえろ！』が再登場！
カブトムシを集めて覚醒進化素材を手に入れよう！

その 4：新イベント「召喚レイドイベント」開催！

【開催期間】
2017 年 9 月 19 日(火)14:00

～

９月２６日(火)10:59 まで

【内容】
9/19(火)より、クランメンバー全員で参加可能な新イベントを開催予定！
メンバー全員で協力して、最高レアリティ精霊を手に入れよう！

その 5：毎日 1 回「ジェネシス 10 連ガチャ」がなんと無料！
【開催期間】
2017 年 9 月 19 日(火)14:00

～

10 月 3 日(火)10:59 まで

【内容】
期間中、ジェネシス 10 連ガチャが毎日 1 回無料で回せます！
この大チャンスをお見逃しなく！

その 6：ジェネシスガチャに過去の限定精霊追加！
Copyright © 2017 CORE EDGE All Rights Reserved.

2017/09/15
株式会社コアエッジ
東京都品川区東大井 5-26-22 エクシズビル 8F

プレスリリース
【開催期間】
2017 年 9 月 19 日(火)14:00

～

【内容】
ジェネシスガチャに過去イベントで登場した精霊を追加！
とり逃した精霊を再び手に入れるチャンス！

その 7：デイリーボーナスリニューアル！

【開始時期】
2017 年 9 月 19 日(火)14:00

～

【内容】
デイリーボーナス内容をリニューアルします！
潜在能力解放やジェネシスガチャチケットなど、豪華アイテム盛り沢山！

ログイン日数

ログインボーナス

個数

1 日目

クリスタル

2個

2 日目

金貨

250,000 枚

3 日目

エーテルグラス

4 日目

メイト

1,000 メイト

5 日目

クリスタル

2個

6 日目

金貨

500,000 枚

7 日目

エーテルグラス

8 日目

メイト

9 日目

ジェネシスガチャチケット

（目玉賞品！）

（目玉賞品！）

1個

1個
1,500 メイト

（目玉賞品！）

1枚

※9 日目の賞品を入手するとログイン日数はリセットされ、また 1 日目の賞品から入手する事ができます。
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その 8：ユーザーレベル上限解放！
【開始時期】
2017 年 9 月 19 日(火)14:00

～

【内容】
ユーザーレベル上限を 500 まで解放！
デッキコストや仲間を増やして新たなバトルに備えよう！

その 9：一部 G 精霊パワーアップ！
【開始時期】
2017 年 9 月 19 日(火)14:00

～

【内容】
一部 G 精霊のステータス＆スキルを一新！
強くなった精霊たちで高難度バトルをチャレンジしよう！

その 10：クリスタル価格リニューアル！
【開始時期】
2017 年 9 月 19 日(火)14:00

～

【内容】
一部クリスタル価格をリニューアル！
夏休みキャンペーンセールと同じ価格で購入できます！

●クイズ RPG 魔法使いと黒猫のウィズ PC について
ジャンル

クイズ RPG

ゲーム URL

http://core-edge.jp/kuropc/index.html

対応ブラウザ

Internet Explorer 11 以上(推奨)、Mozilla Firefox 最新(推奨)、Google Chrome 最新、Safari
最新※Google Chrome/Safari 一部画面正しく表示されない可能性があります。

利用料金

月額無料、一部アイテム課金

コピーライト表記

© 2016 COLOPL, Inc. Published by CORE EDGE.

●株式会社コアエッジについて
コアエッジは、10 年以上にも及ぶオンラインカードゲームの運営ノウハウを活かし、デバイスの垣根を超えた業界最先端のオン
ラインゲーム運営・開発に加え、ゲーム事業のコンサルティングから海外展開に至るまで、多岐にわたる業務を行っております。
国内外へ魅力的なコンテンツを提供し、最高の“企画”をもって最高の笑顔を創ってまいります。
株式会社コアエッジ ホームページ http://www.core-edge.jp/
●株式会社コロプラについて
コロプラは、スマートフォンアプリを中心とした国内・海外向けモバイルゲームサービスの提供を行っております。
“Entertainment in Real Life”をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に引き続き注力するとともに、人々
の生活のほぼ全てである「日常」をより楽しく、より素晴らしくするエンターテインメントを提供してまいります。
株式会社コロプラ ホームページ http://colopl.co.jp/

本件に関する報道関係のお問合せ先：株式会社コアエッジ
Tel:03-5781-3440／Fax:03-5781-3441

マーケティング部

E-Mail: publicity@core-edge.jp
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