
ニュースリリース 

2016 年 2 月 19 日 

Happy Elements 株式会社 

 

メルクストーリア、「テイルズ オブ アスタリア」コラボイベント第 2 弾を開催 

新要素 TAP アクション制を採用した第 1 弾コラボイベントも引き続き実施中 

 

 ゲームの企画・開発・運営事業を展開する Happy Elements 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:新井 元

基)は、配信中のラインストラテジーRPG「メルクストーリア - 癒術士と鈴のしらべ -」において、株式会社

バンダイナムコエンターテインメント（本社：東京都港区、代表取締役社長：大下 聡）が提供するスマート

フォン向けゲームアプリ「テイルズ オブ アスタリア」とのコラボイベント第 2 弾「暴走モンスター ユニセ

ロス出現！」を 2 月 21 日（日）より開催することをお知らせします。 

なお、「TAP アクション制」を採用した新バトルが楽しめる踏破形式の第 1 弾コラボイベント「幻の聖獣 ユ

ニセロス出現！」も 3 月 14 日(木)まで実施中です。 

 

■テイルズ オブ アスタリア×メルクストーリア コラボイベント概要 

◇コラボイベント第 2 弾「暴走モンスター ユニセロス出現！」 

【期間】 

2 月 21 日(日)15:00〜2 月 28 日(日)14:59(予定) 

 

【内容】 

討伐するごとにレベルがアップし強力になっていく暴走モンスターをギルドメンバーおよびルームメンバ

ーと力を合わせて、攻略していきます。期間中、クエストクリア時に光属性のユニセロスと遭遇することがあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニセロス 
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◇コラボイベント第 1 弾「幻の聖獣 ユニセロス出現！」も引き続き実施中！ 

【期間】 

2 月 17 日(水)16:00〜3 月 14 日(木)15:59(予定) 

 

【内容】 

クエストクリア回数に応じて難易度が上がり、報酬が獲得可能な踏破形式のコラボイベントです。初級中級

に関しては 30 周、上級特級に関しては 50 周まで周回することができ、中級及び特級に関しては新要素 TAP ア

クション制を採用した新バトルが楽しめます。 

 

【新要素 TAP アクション制とは】 

敵モンスターを一定の範囲内に捉えると停止し、ユニットアイコンを TAP することで敵モンスターを攻撃する

バトルシステムです。回復ユニットについても同様にアイコンを TAP することで、味方ユニットの回復を行い

ます。なお、仲間救援、ユーザー救援については従来通り自動的に攻撃を行います。 

 

◇コラボ報酬 

・ユニット 

「正義を貫く者 ユーリ (★★★★)」 

「精霊の主 ミラ    (★★★★)」 

「奇跡の少女 リアラ  (★★★)」 

「誓守の騎士 アスベル (★★★)」 

「輝羽の神子 コレット (★★★)」 

 

・ボスシード 

「ユニセロス (★★★★)」 

 

・シード 

「プチプリ    (★★)」 

「プリニコゲ   (★★)」 

「プリツボミ   (★★)」 

「プリジゴク   (★★)」 

「プリタチガレ  (★★)」 

「ペインコルン  (★★)」 

「ライムリース  (★★)」 

「ブルームス   (★★)」 

「トレント    (★★)」 

「ディッドリース (★★)」 

 

※「精霊の主 ミラ (★★★★)」は連動ボーナス及び暴走モンスターイベントにて獲得可能です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【テイルズ オブ アスタリアとは】 

シリーズ歴代キャラクターたちによって繰り広げられる新たなストーリー！ 

 

願いを叶えし星のカケラ----。 

カケラを巡る争いが絶えない世界で、選ばれし 6 人が導き出す答えとは。 

選ばれし 6 人の主人公（クレス、ロイド、ルーク、ユーリ、ソフィ、ミラ）を中心に、時に力を合わせ、時に

対立し、互いの想いをぶつけ合う群像劇を描く「星のカケラ」編。 

 

そして新たな主人公（アスベル、リッド、リタ、ルーク、ミラ、リオン）を迎え、記憶を失った少女カノンノ

と共に世界の終わりへと立ち向かう、7 人の”運命”の物語を描く「光と闇の救世主」編。 

 

「テイルズ オブ」シリーズシナリオライターが手掛ける完全新作ストーリーと、爽快タップアクションと新

感覚バトルシステムを融合させた、白熱のバトルクエストシステムを体感せよ！ 

 

・公式サイト 

http://asteria.tales-ch.jp/ 

正義を貫く者 ユーリ 精霊の主 ミラ 

奇跡の少女 リアラ 輝羽の神子 コレット 誓守の騎士 アスベル 
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タイトル名 テイルズ オブ アスタリア 

ジャンル名 交差する想いがつながる RPG 

販売価格 ダウンロード無料（一部アイテム課金）  

配信先 App Store、Google Play 

対応機種 

iPhone 4s/iPhone 5/iPhone 5c/iPhone 5s/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPod touch(第

5 世代) ※iOS 6.0 以上必須 

Android™ 4.0 以上 ※一部非対応機種あり 

公式サイト http://asteria.tales-ch.jp/ 

ダウンロー

ド URL 

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/tales-of-asteria/id826138094?mt=8 

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bandainamcogames.NBGI0197 

著作権表記 ©いのまたむつみ ©藤島康介 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

配信 株式会社バンダイナムコエンターテインメント 

開発 KLab株式会社 

 

 

■ アプリ情報 

 

■ Happy Elements 株式会社について 

 Happy Elements 株式会社は、北京に本社を置く Happy Elements LTD.の日本法人です。スマートフォン向け

ゲームの開発・運営を行っており、メルクストーリア（累計 400 万 DL）、あんさんぶるガールズ！(累計 150

万 DL)、あんさんぶるスターズ！（累計 100万 DL）などのタイトルを展開しております。 
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※「テイルズ オブ アスタリア」は株式会社バンダイナムコエンターテインメントの登録商標です。 

 

©2013 Happy Elements K.K 

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 

タイトル メルクストーリア - 癒術士と鈴のしらべ -（メルスト） 

ジャンル ラインストラテジーRPG 

料金 基本プレイ無料、アイテム課金制 

対応 OS Android2.3.3 以降、iOS6.0 以降 

ストア URL [Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.happyelements.toto 

[App Store] https://itunes.apple.com/jp/app/id734946693 

公式サイト http://mercstoria.happyelements.co.jp/ 

Twitter 公式 @merc_storia  
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https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bandainamcogames.NBGI0197
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https://itunes.apple.com/jp/app/id734946693
http://mercstoria.happyelements.co.jp/
https://twitter.com/merc_storia

