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株主優待で贈呈するオンラインゲームのレアアイテム内容決定に関するお知らせ

当社は、株主優待で贈呈する当社運営のオンラインゲームタイトル『グランドファンタジア』『ミスティ

ックストーン』『ナインテイルオンライン』『黄金のアレグリア』『ラストコンカー』『ギロチンハウス』の

レアアイテムの内容に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．株主優待制度の目的

当社は、株主の皆様からの日頃のご支援に感謝の意を表するとともに、当社グループの事業へのご理

解を深めていただき、当社株式への投資魅力を更に高め、より多くの株主様に当社株式を中長期的に保

有していただくことを目的として、平成 21 年 10 月 29 日付で開示しましたとおり、株主優待制度を新設

しております。

２．株主優待制度の内容

（１）対象株主様

毎年 12 月 31 日現在の当社株主名簿に記録された当社株式１株以上保有されている株主様を対象とし

ます。

（２）優待内容

対象株主様一律に、次のとおり当社が運営する「AeriaGames」でご利用いただける「AeriaGames ポイ

ント」及び当社が展開するオンラインゲームタイトル『グランドファンタジア』『ミスティックストーン』

『ナインテイルオンライン』『黄金のアレグリア』『ラストコンカー』『ギロチンハウス』のアイテムを贈

呈いたします。

① 5,000 AeriaGames ポイント

② 『グランドファンタジア』『ミスティックストーン』『ナインテイルオンライン』『黄金のアレグリア』

『ラストコンカー』『ギロチンハウス』のレアアイテム（一覧参照）のうち 1点

３．株主優待で贈呈するオンラインゲームのレアアイテムの内容

下記レアアイテムから 1 点を贈呈いたします。

○『グランドファンタジア』

・クリスタルウサプーの乗り物（期限なし）

・黄金の夢幻飛翔の翼（期限なし）

※２つとも新規開発アイテム

http://www.aeria.jp/


○『ミスティックストーン』

・ギャラクシーペガサス（期限なし）

・アイテムウィンドウ高級バック「Ⅲ」

・Lv4 防具精錬石の宝玉

○『ナインテイルオンライン』

・黄金のペガサスの乗り物（期限なし）

・黄金の輝く翼（期限なし）

※２つとも新規開発アイテム

○『黄金のアレグリア』

・プレイヤー謝恩ギフトパック→低 LV 建築書 10 個 共通建築書 10 個 商会契約 5個

卓越したゴールドギフトパック（金貨 10 万） 1個

＋食料満タン証＋木材満タン証

・プレイヤー謝恩ギフトパック→低 LV 建築書 10 個 共通建築書 10 個 商会契約 5個

卓越したゴールドギフトパック（金貨 10 万） 1個

＋石材満タン証＋鉄材満タン証

○『ラストコンカー』

・文官セット→高級諸葛兵書＋装備セット「伝説の仙人セット」＋1,000 点券（ゲーム内ポイント）

・武官セット→高級諸葛兵書＋装備セット「伝説の大将軍セット」＋1,000 点券（ゲーム内ポイント）

○『ギロチンハウス』

｢スペシャル｣アイテムセット：

・メダル：200 枚

・ジェニ：10,000 枚

・全材料：10,000

・魔宝：ヴァッサゴのサングラス（繁栄度 150 相当）

４．贈呈時期

毎年３月開催予定の当社定時株主総会終了後の発送を予定しております。

５．実施回数

毎年 12 月 31 日を基準日として年１回実施いたします。

６．実施開始時期

平成 22 年 12 月 31 日現在の当社株主名簿に記録された対象株主様より実施いたします。



1.クリスタルウサプーの乗り物（期限なし） 2.黄金の夢幻飛翔の翼（期限なし）

移動速度が 100％アップする、

キラキラ輝く透明なウサプーの乗り物です。

使用キャラクターのレベル制限はありません。

黄金色に輝く翼衣装アイテムです。

男女キャラクター共に使用可能です。

使用キャラクターのレベル制限はありません。

1.ギャラクシーペガサス

（期限なし）

2.アイテムウィンドウ

高級バッグ「Ⅲ」

3.Lv4 防具精錬石の宝玉

移動速度が 70％アップし、

水上移動も出来る騎乗動物です。

「アイテムウィンドウⅢ」が

無期限で解放されます。

Lv60 以下の防具の能力を

最大で6段階まで強化できます。

成功確率は 100％です。

1.黄金のペガサスの乗り物（期限なし） 2.黄金の輝く翼（期限なし）

移動速度が 100％アップする、

キラキラ輝く黄金のペガサスの乗り物です。

使用キャラクターのレベル制限はありません。

黄金色に輝く翼衣装アイテムです。

男女キャラクター共に使用可能です。

使用キャラクターのレベル制限はありません。

７．ご利用方法等

その他株主優待の詳細、ご利用方法等に関するご案内につきましては、当社定時株主総会終了後に発

送を予定しております。

【参考 オンラインゲームのレアアイテムの詳細】

■グランドファンタジア （現在アイテム開発中のため、画像は参考画像となります。）

■ミスティックストーン

■ナインテイルオンライン （現在アイテム開発中のため、画像は参考画像となります。）



1.プレイヤー謝恩ギフトパック+食料満タン証+木材満タン証

2.プレイヤー謝恩ギフトパック+石材満タン証+鉄材満タン証

○プレイヤー謝恩ギフトパック

様々な豪華賞品が含まれます。

・低 LV 建築書×10 個

・共通建築書×10 個

・商会契約×5 個

・卓越したゴールドギフトパック（金貨 10 万）×1 個

○食料満タン証

指定された城の食糧が満タンになります。

○木材満タン証

指定された城の木材が満タンになります。

○プレイヤー謝恩ギフトパック

様々な豪華賞品が含まれます。

・低 LV 建築書×10 個

・共通建築書×10 個

・商会契約×5 個

・卓越したゴールドギフトパック（金貨 10 万）×1 個

○石材満タン証

指定された城の石材が満タンになります。

○鉄材満タン証

指定された城の鉄材が満タンになります。

1.「文官セット」：伝説の仙人セット＋高級諸葛兵書＋1,000 点券（ゲーム内ポイント）

○伝説の仙人セット

太公望が使用していたと言われる伝説の装備一式。

大いなる知識と知恵を得ることが出来る

（非常に強力な橙装備一式が入手できます）

○高級諸葛兵書

指定した武将の経験値を 50,000

増加することができる高級な兵書

■黄金のアレグリア

■ラストコンカー

×10 個

×10 個

×5 個

×1 個

×10 個

×10 個

×5 個

×1 個



2、「武官セット」：伝説の大将軍セット＋高級諸葛兵書＋1,000 点券（ゲーム内ポイント）

○伝説の大将軍セット

西楚覇王項羽が使用していたと言われる伝説の装

備一式。大いなる力と統率力を得ることが出来る

（非常に強力な橙装備一式が入手できます）

○高級諸葛兵書

指定した武将の経験値を 50,000

増加することができる高級な兵書

■ギロチンハウス

スペシャルアイテムセット

×200

×各 10,000

×10,000

×1
○メダル：200 枚（課金ポイント 2,000 円相当）

○ジェニ：10,000 枚（ゲーム内ポイント）

○全材料：10,000

○魔宝：ヴァッサゴのサングラス（ゲーム内アイテム）

価値：150 シリーズ：魔道の印可

アイテム説明：視界が閉ざされることで盗品や紛失物が
見つかりやすくなる可能性が高くなる。


