
 
 
 

2019 年 6 月 5 日 

報道関係者各位 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 

 

全世界で 2,400 万ダウンロード突破！※1世界が熱狂！みんなで遊ぶ RPG！ 

『ラグナロク マスターズ』 

本日、2019 年 6 月 5 日（水）より正式サービス開始！ 
ゲーム内で「リリース記念イベント」も開催！  

 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 (本社：東京都千代田区、代表取締役社長  C E O  

森下一喜、以下ガンホー )は、スマートフォン向けオンラインRPG『ラグナロク  マスターズ（通称：ラグマス）』 

（https://ragnarokm.gungho.jp/）が2019年6月5日（水）より日本国内向けの正式サービスを開始したことを発表 

いたします。また、サービス開始にあわせゲーム内にて「リリース記念イベント」を開催しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■『ラグナロク マスターズ』について                                                          

『ラグナロク マスターズ』は、これまで日本を除く世界各国で『Ragnarok M:Eternal Love』として配信され、全世界で 

2,４00万ダウンロード※１を突破し、世界各国で売上ランキング1位を記録している※２スマートフォン向けオンラインRPGで

す。プレイヤーは、広大な仮想世界の冒険者となり互いに協力し、時には競い合いながら生活することができます。 

 

この世界では、何をするのもすべてプレイヤーの自由。剣士や魔法使いとなり各々のスキルを駆使し、モンスターが 

潜むフィールドやダンジョンに挑み、レベルをあげながら職業を極めることができます。 

 また、アイテムを集めて装備の制作や強化、収集したアイテムを取引所で売買することもできます。 

 プレイヤー同士でチャット機能を使用してダンジョンへ挑む相談などはもちろん、パーティーを結成して専用クエストへの 

挑戦、ベテランプレイヤーが新人プレイヤーを助けるとお互いに特別なアイテムを手に入れることができる 

「教官システム」、ダンジョン探索、仲間たちと結成できる「ギルド」など楽しめる要素がたくさん盛り込まれています。 

 さらに、さまざまな装備品やアクセサリーから選び抜いたファッションの追求、お気に入りのペットを見つけてじっくり育成、 

食材を揃えて料理の腕を磨くなど、”戦うだけ”ではない楽しさがたっぷりつまった異世界ライフを堪能できるRPGとなって

います。 

 

https://ragnarokm.gungho.jp/


『ラグナロク  マスターズ』公式サイトでは、ゲームの序盤をサポートする「冒険ガイド」を公開しております。 

オンラインRPGがはじめての方でも、スムーズに始められるよう基本的なゲームシステムや進め方を紹介しております。 

ぜひご覧ください。 

 

【『ラグナロク マスターズ』冒険ガイド】https://ragnarokm.gungho.jp/member/guide/ 

 

※１ アプリ「Ragnarok M:Eternal Love」の2019年3月末時点におけるグローバル累積ダウンロード数より 

※２ 10の国・地域におけるデイリー売上ランキング実績より（AppStore/GooglePlayストア調べ：2017年10月12日～2019年 3月7日） 

 

■『ラグナロク マスターズ』「リリース記念イベント」について                                                   

 2019年6月5日（水）正式サービス開始より、 

ゲーム内アイテムがもらえる「リリース記念イベント」を 

開催しております。 

 

〇「依頼掲示板」の報酬が2倍にアップ！ 

「依頼掲示版」から受けられるクエストのクリア報酬（Zeny・ 

アイテム）が、期間中2倍にアップ。「依頼掲示板」はプロンテラなど 

様々な街に設置され、クエストを受けることが可能です。 

 

〇「訓練場」の報酬が2倍にアップ！ 

「訓練場」で得られる報酬（楽園団コイン）が、期間中2倍にアップいたします。 

「訓練場」は冒険者の強さに応じて難易度があがります。 

パーティーを組んで、ぜひ挑戦してみてください。 

 

〇時空の亀裂を修復して「リリース記念福袋」をゲット！ 

期間中の「亀裂修復」クエストクリア報酬に、 

1日1回「リリース記念福袋」をおまけで 

ゲットすることができます。 

 

〇迷宮の森でMINI BOSSモンスターが大暴走!? 

迷宮の森で最大10体のMINI BOSSモンスターが大暴走！ 

パーティーを組んでモンスターの侵攻に備えましょう。 

 

□開催日時 

1回目：2019年6月7日(金)～2019年6月9日(日) 

2回目：2019年6月14日(金)～2019年6月16日(日) 

3回目：2019年6月21日(金)～2019年6月23日(日) 

20:30～20:45／20:45～21:00／21:00～21:15／21:15～21:30 

 

○BOSSを撮影して「リリース記念福袋」をゲット！ 

指定のBOSS全10種をカメラで撮影して、「冒険手帳」のモンスター図鑑を解放すると 

追加の報酬として「リリース記念福袋」をゲットすることができます。 

※Base Lv12以上のキャラクターで対象NPC「テーリング(画像参考)」に話しかけるとクエストが開始されます。 

 

 □実施期間 

 2019年6月5日（水）正式サービス開始 ～ 2019年6月26日（水）4：59 まで 

 

□特設サイトURL 

https://ragnarokm.gungho.jp/member/event/release-event.html 

 

 

 

 

「テーリング」に話かけよう 

迷宮の森 

「亀裂の監視者 モロク大陸の防衛隊」に話かけよう 

リリース記念イベント 

https://ragnarokm.gungho.jp/member/event/release-event.html


■『ラグナロク マスターズ』「初心者応援アイテムゲット！」について                                               

『ラグマス』にログインしNPC（ノンプレイヤーキャラクター） 

「テーリング」に話しかけると、ショップやガチャなどで 

使うことができる「猫コイン×30」や、ゲーム内通貨「200,000Zeny」、 

「国王ポリンの威厳×1」など便利なアイテムを 

手に入れることができます。 

7日間ログインして全部ゲットしましょう。 

※Base Lv12以上のキャラクターが対象となります。 

 

□実施期間 

 2019年6月5日（水）正式サービス開始～ 

 

□特設サイトURL 

   https://ragnarokm.gungho.jp/cheering-item/ 
 

■『ラグナロク マスターズ』サービス開始記念”総額200万円分”「YouTube配信応援キャンペーン」について                                                

 期間中、『ラグマス』動画を『YouTube』へ投稿し、優秀者に選ばれると特製Amazonギフト券10万円分（合計20名様）を 

ゲットできます。 

 ダンジョンに挑戦するのを実況するのも良し！好きな職業を極めるまでの様子をレポートするのも良し！ 

集めた装備や冒険手帳の実績、お気に入りのペットについて自慢するのも良し！ 

たくさんの『ラグマス』動画をお待ちしております。 

 

□実施期間 

2019年6月5日（水）正式サービス開始 

 ～ 2019年6月30日（日）23：59 まで 

 

□特設サイトURL 

https://ragnarokm.gungho.jp/member/event/youtubecp1905.html 

 

■『ラグナロク マスターズ』サービス開始記念『Mirrativ』主催のキャンペーンが開催！                      

 ラグマスの日本国内サービス決定を記念して、『Mirrativ』においてギフトコードやMirrativで使えるエモモペットが 

手に入るキャンペーンが、第一弾から第三弾まで3回に分かれて開催されます。ぜひ、奮ってご参加ください。 

 

  〇【第一弾】「ラグナロク マスターズ」配信＆視聴キャンペーン 

    『ラグマス』の動画を配信＆視聴して、ギフトコードをゲットしよう！ 

    特設サイトURL：https://mirrativtmbr.tumblr.com/post/185327572323/ 

 

〇【第二弾】クイズ番組「ラグマスQ」 

   クイズに答えてギフトコード10万円分を山分けゲット！ 

   特設サイトURL：https://mirrativtmbr.tumblr.com/post/185327570068/ 

 

  〇【第三弾】「ラグナロク マスターズ」配信者ランキング 

  『ラグマス』の動画を配信して、Mirrativで使える 

エモモペットを手に入れよう！ 

   特設サイトURL：https://mirrativtmbr.tumblr.com/post/185327566378/ 

 

※キャンペーン詳細、実施期間は、各キャンペーンの特設サイトをご覧ください。 

 

□『Mirrativ』とは 

Mirrativは、スマホ1つで誰でも簡単にゲーム配信・生配信ができる、 

スマホ画面共有型ライブ配信プラットフォームです。 

 

この他、新情報は随時発表して参りますので、今後もガンホーの『ラグナロク マスターズ』に、どうぞご期待ください。 

初心者応援アイテムゲット！ 

配信＆視聴キャンペーン 

「ラグマス Q」 

配信者ランキング 

YouTube 配信応援キャンペーン 

https://ragnarokm.gungho.jp/member/event/youtubecp1905.html
https://mirrativtmbr.tumblr.com/post/185327572323/
https://mirrativtmbr.tumblr.com/post/185327570068/
https://mirrativtmbr.tumblr.com/post/185327566378/


【基本情報】 

タイトル ： ラグナロク マスターズ 

ジャンル ： みんなで遊ぶRPG 

対応機種 ：  iOS 10.0 以降 ：対応端末：iPhone6ｓ 相当以降 (RAM 2GB 以上の端末) 

Android 4.4 以降 （必要 RAM：1.5GB 以上） 

※一部機種に関しては上記条件を満たしていても動作しない可能性があります。 

価格 ：  基本プレイ無料（アイテム課金方式） 

公式サイト ：  https://ragnarokm.gungho.jp/ 

特徴 ： 世界が熱狂！みんなで遊ぶRPG！ 

やさしくつながるこの世界で、主人公になって冒険の旅に出かけよう！ 

App Store ： https://itunes.apple.com/JP/app/id1456351581?mt=8 

Google Play ： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gungho.ragnarokm 

配信開始日 ： 2019年6月5日 

コピーライト表記 ： © Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved. 

© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. 

 

※ゲーム画像を含め本情報には開発中のものが含まれます。今後、予告なく変更する場合がございます。 

※Android™およびGoogle Play™ は、Google LLCの商標、または登録商標です。 

※App Store は Apple Inc.のサービスマークです。 

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。 

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。 

 

 

【参考画像】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ラグナロク マスターズ』アプリアイコン 

『ラグナロク マスターズ』ゲーム内画像② 
新たな出会いが、ここにある！ 

『ラグナロク マスターズ』ゲーム内画像④ 
全国のプレイヤーと協力バトル 

『ラグナロク マスターズ』ロゴ 

『ラグナロク マスターズ』ゲーム内画像① 
みんなで遊ぶ RPG 

『ラグナロク マスターズ』ゲーム内画像③ 
友だちと一緒に冒険 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社概要】 

会社名    ： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社  

英文社名    ： GungHo Online Entertainment, Inc.  

本社所在地   ： 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 

代表取締役社長 CEO ： 森下一喜 

資本金    ： 5,338百万円 (2018年12月末日現在） 

設立     ： 1998年7月1日 

URL     ： http://www.gungho.co.jp 

 

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。 

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。 

 

 

【本リリースに関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先（記事内での掲載はご遠慮ください）】 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 

セールス＆マーケティング本部 森 TEL:03-6895-1672 

『ラグナロク マスターズ』ゲーム内画像⑥ 
オート機能搭載 

『ラグナロク マスターズ』ゲーム内画像⑤ 
自分好みに全身コーディネート 

『ラグナロク マスターズ』ゲーム内画像⑦ 
やりこみ要素もたっぷり 

『ラグナロク マスターズ』ゲーム内画像⑧ 
究極の異世界ライフ 

『ラグナロク マスターズ』ゲーム内画像⑨ 
ペットの信頼度があがると抱きかかえることも！ 

『ラグナロク マスターズ』ゲーム内画像⑩ 
「観覧車」で記念撮影！ 

http://www.gungho.co.jp/

