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Happy Elements、新規 2 タイトルおよび主力 2 タイトルの今後の展開を発表 

ラストピリオド：KADOKAWA との協業を発表、事前登録を開始 

あんさんぶるガールズ！！：新タイトル名を発表、Web ラジオの配信を開始 

あんさんぶるスターズ！：アニメ化・舞台化決定、新キャラクター予告 

メルクストーリア：新規コンテンツ「降臨イベント」発表、イラストコンテスト・イラスト展開催 

 

 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)は、本日配信いたしました公式ニコニコ生放送番組「ハピエレ公式生放送 〜重大発表祭 冬の陣〜」にて、

「ラストピリオド」「あんさんぶるガールズ！！」「あんさんぶるスターズ！」「メルクストーリア」の今後

の展開を発表しましたことをお知らせいたします。また、コミックマーケット 89 企業ブースへの出展が決定

いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ラストピリオド 

2016 年初頭にサービス開始予定のスマートフォン向け RPG「ラストピリオド – 終わりなき螺旋の物語 –」

の事前登録キャンペーンを本日 2015 年 12 月 4 日（金）より公式サイトにて開始いたしました。事前登録者数

に応じ、サービス開始時にもらえる特典が豪華になるほか、描き下ろしのオリジナルストーリーが読めるキャ

ンペーンも実施します。 

また、株式会社 KADOKAWA(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松原 眞樹)とラストピリオドのクロス

メディア展開における協業を発表、第 1弾の展開として MF文庫 Jより同タイトルの公式ノベルを 1月 25日（月）

より発売します。 

 



【事前登録キャンペーン】 

・期間：12 月 4 日（金）～ 

・内容：①事前登録者数に応じ、サービス開始時にもらえる特典が豪華になります。 

     スタート ルナスト 25 個（ガチャ一回分） 

3 万人登録 1000 コールポイント 

5 万人登録 追加ルナストーン＋25 個 

10 万人登録 限定ユニット「フィグ」 

15 万人登録 限定きせかえアイテム「フィグのバニーセット」 

②描き下ろしのオリジナルストーリーを公開。 

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

 

【KADOKAWA と協業】 

・第 1 弾の展開として 1 月 25 日（月）に公式ノベルを発売 

 

■あんさんぶるガールズ！！ 

 2016 年春に大規模リニューアルを行うソーシャルカードゲーム「あんさんぶるガールズ！」の新タイトル

名を発表、「あんさんぶるガールズ！！」として展開をしていきます。リニューアル後の新アプリでは、全 71

キャラにボイスや Live2D が実装、さらに主題歌とアニメーション PV も制作されます。また、リニューアルに

向け、本日 12 月 4 日（金）より、Web ラジオ番組「君咲学院放送部 青春 RADIO♪」をインターネットラジオ

ステーション＜音泉＞で配信開始しました。本番組では、「あんさんぶるガールズ！！」の最新情報をお知ら

せしていくほか、丸子みさき役の赤﨑千夏さんと、藤猪しずく役の金元寿子さんをパーソナリティとし、「あ

んさんぶるガールズ！！」の世界観に因んだ各コーナーやミニドラマを展開していきます。 

 

【リニューアル後の新タイトルを発表】 

現タイトル）あんさんぶるガールズ！ 

新タイトル）あんさんぶるガールズ！！ 

 

【Web ラジオ開始】 

・番組タイトル：君咲学院放送部☆青春ＲＡＤＩＯ♪ 

・12 月 4 日（金）から隔週配信予定 

・パーソナリティ：赤﨑千夏（丸子みさき 役）、金元寿子（藤猪しずく 役） 

・放送局：インターネットラジオステーション＜音泉＞ 

・番組 URL：http://www.onsen.ag/kimisaki 

・メールアドレス：kimisaki@onsen.ag 
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■あんさんぶるスターズ！ 

スマートフォン向けゲームアプリ「あんさんぶるスターズ！」の TV アニメ化が決定したことをお知らせし

ます。さらに、2016 年 6 月には株式会社マーベラスより舞台化も決定いたしました。 

また、LINE 株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:出澤 剛)がサービス中の「LINE パズル タンタ

ン」とのアプリ内コラボを近日実施することを発表したほか、新キャラクターの追加も予告しました。 

 

【アニメ化決定・舞台化決定】 

 あんさんぶるスターズのアニメ化、舞台化が決定、詳細は、「あんさんぶるスターズ！」公式 サイトおよび

公式 Twitter などで随時お知らせいたします。 

 

【新キャラクター予告】 

新たに 2 名のキャラクターの追加を予定、詳細は随時発表いたします。 

 

【LINE パズル タンタンコラボ】 

「あんさんぶるスターズ！」アプリ内で「LINE パズル タンタン」とのコラボレーションイベントを近日実

施します。詳細は、「あんさんぶるスターズ！」公式 サイトや公式 Twitter などで随時お知らせいたします。 

 

■メルクストーリア 

 ラインストラテジーRPG「メルクストーリア」において、2 周年記念のイラストコンテストの実施および、

イラストコンテストの優秀作品や未公開のイラストなどリリース後 2 年が経つメルクストーリアの魅力が詰

まったイラスト展を開催します。 

また、サービス開始以降最大の追加コンテンツとなる「降臨イベント」を 12 月下旬に実装するほか、12 月

6 日（日）からは初の武器別スカウトフェスを開催します。 

 

【2 周年記念イラストコンテスト】 

ピクシブ株式会社が運営する「pixiv」内で、ゲーム「メルクストーリア」の 2 周年記念イラストコンテス

トを 12 月中旬より実施します。詳細は、随時発表いたします。 

 

【メルスト イラスト展】 

・実施時期：2016 年 1月 28 日（木）～2 月 9 日（火） 

・場所：pixiv Zingaro（東京都中野区中野 5−52−15 中野ブロードウェイ 2F） 

 

【降臨イベント】 

4 ギルドで協力し、中央に降臨した★5 モンスターに対して、攻撃や挑発を駆使して、できるだけ沢山のダ

メージを与えるコンテンツ。一定レベルのモンスターの討伐報酬のほか、4 ギルドのマッチングを 1 集団とし

て、与えたダメージ量により集団単位ででランキングを競い、それに応じた報酬ももらえる。 

 



【武器別スカウトフェス】 

出現するユニットが、毎日切り替わる武器別スカウトフェスを 12 月 11 日(金)より開催します。期間中、フ

ェスのスカウトで★3 以上が抽選された場合に、以下の武器ユニットが出現します。 

1. 弓矢 

12 月 6 日（日）15:00 ～ 12 月 7 日（月）14:59 

2. 魔法 

12 月 7 日（月）15:00 ～ 12 月 8 日（火）14:59 

3. 銃弾 

12 月 8 日（火）15:00 ～ 12 月 9 日（水）14:59 

 

■コミックマーケット 89 企業ブース出展決定 

12 月 29 日（火）～12月 31 日（木）に開催されるコミックマーケット 89 の企業ブースへの出展が決定しま

した。当社各タイトルのオリジナルグッズの販売などを予定しています。詳細は、近日公開予定の特設サイト

にて発表します。 

 

■ アプリ情報 

タイトル あんさんぶるスターズ！  

ジャンル 男子アイドル育成プロデュースゲーム 

配信開始日 Google Play 版 2015年 4月 28 日 / App Store 版 2015 年 5 月 1 日 

料金 基本プレイ無料、アイテム課金制 

対応 OS Android4.0.3 以降、iOS7.0 以降 

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

Twitter 公式 @ensemble_stars 

 

タイトル あんさんぶるガールズ！ 

ジャンル ソーシャルカードゲーム 

料金 基本プレイ無料、アイテム課金制 

対応 OS・機種 Android2.3.3 以降、iOS5.0 以降 

配信先 App Store, Google Play, Amazon App Store 

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

Twitter 公式 @ensemble_girls 

 

タイトル メルクストーリア - 癒術士と鈴のしらべ - 

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、iOS5.1.1 以降 

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

http://stars.happyelements.co.jp/
https://twitter.com/ensemble_stars
http://kimisaki.happyelements.co.jp/
https://twitter.com/ensemble_girls
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  

 

タイトル ラストピリオド – 終わりなき螺旋の物語 – 

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）、マジョカ†マジョルナ(累計 150 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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