
ニュースリリース 

2020 年 5 月 1 日 

Happy Elements 株式会社 

 

『ラストピリオド』がサービス開始 4 周年！ 

各種記念キャンペーンを開催！ 

 

 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)のカカリアスタジオは、スマートフォン向け RPG『ラストピリオド – 巡りあう螺旋の物語 -』において、

サービス開始 4 周年を記念した各種記念キャンペーンを 5 月 1 日（金）より開催することをお知らせ致しま

す。 

 

4周年特設サイト：http://lastperiod.happyelements.co.jp/4th_anniversary/ 

 

4周年記念キャンペーン概要 

 

■4 周年記念イベント「冬来たりても春遠し」 

4周年記念を記念した限定イベントを開催。 

今回のイベントの主役は第１部の主人公「ハル」。 

あの衝撃的な EDから彼に何があったのか―— 

第１部と第２部を繋ぐ、特別なストーリーが語られます。 

  



■ラスピリ春のガチャまつり 

 「ラスピリ春のガチャまつり」と題し、コールに関わる 4つのキャンペーンを実施いたします。どれも非常

にお得な内容となっておりますので、ぜひお見逃しなく！ 

 

【キャンペーン①：最大 400連無料！毎日 10連無料コール】 

 最大で 400 連ものコールが無料になる超お得キャンペーンを実施！期間中、初回コールは 100連、その後は

毎日 10 連コールが無料になります。レアユニットを大量ゲットするチャンスとなっておりますので、期間中

は毎日のコールをお忘れなく！ 

 

＜開催期間＞ 5月 1日～5月 31 日 

 

 

【キャンペーン②：4 周年記念コール】 

 4周年記念の新ユニット「約束のハル」「基点のイオナ」「ピンクパール」「フラウ＆マオルフ」が登場するコ

ールを開催！ステップアップコールでは初回 10 連が無料で引けるほか、ステップ 3 では★5ユニットが確定、

ステップ 6はピックアップ対象ユニットが確定のお得なコールとなっています。 

 また、「約束のハル」は今回新たに実装された新カテゴリ「イレギュラー」のユニットとなっております。

多くの新要素を持つ強力なユニットが手に入るこの機会をぜひお見逃しなく！ 

 

＜開催期間＞ 

第 1弾 5月 1日～5月 31日 ※1 

第 2弾 5月 15日～5月 31日 ※2 

※1 第 1弾のピックアップ対象ユニットは「約束のハル」「基点のイオナ」です。 

※2 第 2弾のピックアップ対象は「ピンクパール」「フラウ＆マオルフ」です。 



＜ステップアップコール詳細＞ 

Step.0 無料で 10 連コール 

Step.1 ルナストーン 150個で 10連コール 

Step.2 ルナストーン 200個で 10連コール + ★4以上確定コールチケット 5枚 

Step.3 ルナストーン 250個で 10連コール（★5ユニット 1体以上確定）  

Step.4 ルナストーン 250個で 10連コール + 覚醒の書（★★★★★）×1 + 限定着せ替えアイテム 

Step.5 ルナストーン 250個で 10連コール + 限定スタンプ 

Step.6 ルナストーン 250個で 10連コール（ピックアップ対象★5ユニットいずれか 1体以上確定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☆5 ユニット 

「約束のハル」 

☆5 ユニット 

「基点のイオナ」 

☆5 ユニット 

「ピンクパール」 

☆5 ユニット 

「フラウ＆マオルフ」 



【キャンペーン③：4 周年記念！★5確定レルムコール】 

 ピックアップされたレルムのユニットのみが出現するコールを開催いたします。このコールではなんと★5

ユニットが 1体以上確定で出現！ピックアップ対象のレルムは 3日毎に変わっていきますので、ぜひ全てのレ

ルムにご挑戦くださいませ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜開催期間＞ 

ヒューマレルム 5月 6日～5月 8日 

スペアレルム 5月 9日～5月 11日 

アニマルレルム 5月 12日～5 月 14日 

ブラッドレルム 5月 15日～5 月 17日 

スカイレルム 5月 18日～5 月 20日 

ヘルレルム 5月 21日～5 月 23日 

 

【キャンペーン④：スペシャルセレクトコール】 

 対象ユニットから好きなユニットを選択して挑戦できるコールを開催します。★5が当選した場合、選択し

たユニットが確定で出現！5 月 10 日からは強力なユニットであるアンノウンユニットを選択できる「祝 4 周

年！アンノウンセレクトコール」も実施予定ですので、お見逃しなく！ 

 

 

 

 

 

 

 

＜開催期間＞ 

4周年記念！セレクトコール 5月 1日～5月 31 日 

4周年記念！アンノウンセレクトコール 5月 10日～5月 31日 

 



■六大国くじ 

 ゲーム内で豪華アイテムが当たる宝くじを実施します。期間中、ミッションやログインボーナスで宝くじを

配布。後日行われる当選発表で当選すると、ルナストーン 4,000 個を始めとした豪華アイテムをプレゼントい

たします。 

 

＜開催期間＞ 

宝くじ配布期間 5月 1日～5月 31日 

当選発表 6月 

 

＜景品一覧＞ 

1等 ルナストーン×4000 + アンノウン覚醒の書（★★★★★）×40 

+ ホープ覚醒の書（★★★★★）×40 + 覚醒の書（★★★★★）×40  

+ 解放の証（★★★★★） x4 

2等 ルナストーン×1000 + アンノウン覚醒の書（★★★★★）×10 

+ ホープ覚醒の書（★★★★★）×10 + 覚醒の書（★★★★★）×10  

+ 解放の証（★★★★★） x1 

3等 ルナストーン×400 + アンノウン覚醒の書（★★★★★）×4  

+ ホープ覚醒の書（★★★★★）×4 + 覚醒の書（★★★★★）×4 + 解放の証（★★★★★） x1 

4等 ルナストーン×100 + アンノウン覚醒の書（★★★★★）×1 

+ ホープ覚醒の書（★★★★★）×1 + 覚醒の書（★★★★★）×4 

5等 ルナストーン×50 + 覚醒の書（★★★★★） 

6等 ルナストーン×25 

7等 ルナストーン×10 

8等 ルナストーン×5 

9等 ルナストーン×1 

 



■「超」強化応援キャンペーン 

 キャラクター育成を後押しする「超」強化応援キャ

ンペーンを実施します。期間中は育成効率が大幅にア

ップしますので、新規のユーザーはもちろん、しばら

くラスピリをお休みしていたユーザーも一気に最前線

に追いつけるチャンスとなっています。ぜひご活用く

ださいませ。 

 

＜開催期間＞5月 1日（金）～5月 31日（日） 

 

＜キャンペーン詳細＞ 

超強化応援キャンペーン ユニット強化の際、大成功率が 100％に 

超黄金の遺跡 いつも以上に大量のゼルブーがドロップするクエストが出現 

超ゼンマイ洞窟 全ての色のゼンマイが大量にドロップする限定クエストが出現 

超ジェミー洞窟 全ての色のジェミーが大量にドロップする限定クエストが出現 

 

 

 

ドラマ CD 情報 

 ラストピリオドの 4 周年を記念し、オリジナルドラマ CD の制作が決定！原作のシナリオライター陣が書き

下ろした新作ドラマとなっております。発売日などの詳細は後日発表いたしますので、楽しみにお待ちくださ

いませ。 

 



■ アプリ情報 

タイトル ラストピリオド – 巡りあう螺旋の物語 – 

ジャンル 輪廻を断つ RPG 

料金 基本プレイ無料、アイテム課金制 

対応機種 iOS/Android 

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

公式 Twitter @last_period 

 

 

■ Happy Elements 株式会社（カカリアスタジオ）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、あんさんぶるスターズ！！、ラストピリオドなどのタ

イトルを展開しております。 
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