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【ゲームオン　プレスリリース】 

日本No.1オンラインFPS　『Alliance of Valiant Arms』 

これから『AVA』れる貴方に！ 

春の祭典「AVA SPRING FESTIVAL」開催中！ 
 

 

 

 

 

 

2019年3月22日（金） 

 

　株式会社ゲームオン[本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：李 相燁(イ サンヨプ)]は、自社が運営する日

本No.1オンラインFPS『Alliance of Valiant Arms』（アライアンス オブ ヴァリアント アームズ、以下『AVA』）にお

いて、2019年3月20日（水）から春の祭典「AVA SPRING FESTIVAL」を開催しておりますので、 

本プレスリリースでご紹介させていただきます。 

 

■ この春、『AVA』れたい方必見の情報が盛りだくさん！ 「AVA SPRING FESTIVAL」開催中！ 

　新しく『AVA』でキャラクターを作成すると最大2万円相当のゲーム内アイテムが手に入る「春の新兵祭2019

」、AIモードのミッションクリアでカプセル商品券などの豪華報酬がもらえる「AI大作戦2019」、銃器や軍資金な

ど何が出るか分からない軍からの補給物資「AVA-BOX」が毎週無料で10回プレイできる「FRESHER'S BOX」

など、「AVA SPRING FESTIVAL」期間中は、『AVA』をより一層お楽しみいただける企画が盛りだくさんとなっ

ております。 

 

■ 毎月・毎週無料でアイテムGET!!　Monthly ＆ Weekly AVA SPECIAL NICE DAY!! 

  毎月第1定期メンテナンス時、前月に1度でもゲームプレイ履歴があるお客様を対象に、無料で永久銃器を

プレゼントする「Monthly AVA SPECIAL NICE DAY」を開催いたします。さらに、毎週の定期メンテナンス時、

前週の定期メンテナンス時から1度でもゲームプレイ履歴があるお客様を対象に無料でアイテムをプレゼントす

る「Weekly AVA SPECIAL NICE DAY」も開催いたします。 

　永久武器やアイテムがもらえる大変お得なイベントとなっておりますので、この機会に『AVA』を続けてプレイ

してみましょう。 

 

　これから『AVA』れる皆様にとっては大盛り上がりな期間となっております『AVA』を、ぜひお楽しみください。 
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【ゲームオン　プレスリリース】 

 

 

　春の祭典「AVA SPRING FESTIVAL」開催中！　 

 
　春の祭典「AVA SPRING FESTIVAL」を開催中！ 

この春、『AVA』れたい人必見の情報が盛りだくさんとなっております。 

　詳細につきましては、下記特設ページをご確認ください。 

 

＜『AVA』 AVA SPRING FESTIVAL　特設ページ＞ 

https://ava.pmang.jp/pages/events/springfestival2019/index 

 

■ 春の新兵祭2019 Part1 

《概要》 

　期間中、新規登録された方にお得な「スターターセット」をもれ

なくプレゼント。さらにキャラクターの階級を上げると、レア銃器や

軍資金が当たる「AVA-BOXプレイチケット」や永久銃器を獲得で

き、さらに最大2万円相当のゲーム内アイテムが手に入ります。 

　この機会にぜひ、キャラクターを作成してみてください。 

 

《開催期間》 
Part1:　2019年3月20日（水）定期メンテナンス後～2019年4月3日（水）定期メンテナンス前まで 

 

＜『AVA』 春の新兵祭2019 Part1　告知ページ＞ 

https://ava.pmang.jp/new_notices/6238 

 

■ AI大作戦2019 

《概要》 
　期間中、AIモードのミッションをクリアするとカプセル商品券など

の豪華報酬がもらえるキャンペーンを実施しております。ミッショ

ンは2つの難易度がありますので、自分の腕前に合わせてチャレ

ンジしましょう。 

さらに期間中、MissionEXとして、リニューアルされた「PRISON 

BREAK：生存」が登場しております。大変難易度の高いAIモード
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【ゲームオン　プレスリリース】 

となっておりますが、1試合でのキル数に応じて豪華プレゼントがもらえますので、ぜひ挑戦してみてください。 

 

《開催期間》 
2019年3月20日（水）定期メンテナンス後～2019年4月17日（水）定期メンテナンス前まで 

 

＜『AVA』 AI大作戦2019　告知ページ＞ 

https://ava.pmang.jp/pages/events/ai_bigmission2019/index 

 

■ 毎週無料で10回引ける「FRESHER'S BOX」 

《概要》 
　特別な「AVA-BOX」として、毎週10回無料でプレイできる「

FRESHER'S BOX」が2019年3月23日（土）から登場いたします。 

　「FRESHER'S BOX」からは有料の「AVA－BOX」に挑戦できる「

AVA-BOXプレイチケット」や永久アイテム、キャラクターなどが当

たるほか、初登場となるライフルマンの新銃器「Sako Regalia（期

間性）」が当たるチャンスとなっております。 

　出現アイテムの詳細は、下記告知ページをご覧ください。 

　全期間参加すると合計40回無料でプレイできますので、毎週かかさずログインして豪華アイテムをGETしましょう。 

 

《登場期間》 
第一弾：　2019年3月23日（土）00:00 ～ 2019年3月29日（金）23:59 

第二弾：　2019年3月30日（土）00:00 ～ 2019年4月5日（金）23:59 

第三弾：　2019年4月6日（土）00:00 ～ 2019年4月12日（金）23:59 

第四弾：　2019年4月13日（土）00:00 ～ 2019年4月19日（金）23:59 

 

＜『AVA』 毎週無料で10回引ける「FRESHER'S BOX」　告知ページ＞ 

https://ava.pmang.jp/new_notices/6240 

 

■ 抽選で5,000円分が当たる!! WebMoneyプレゼントキャンペーン 

《概要》 

　キャンペーン期間中、WebMoneyにてJEWELを1,000JEWEL以

上購入し、合計1,000JEWEL以上便利アイテムを交換した方を対

象に、抽選で5,000円分のWebMoneyを合計20名様にプレゼント

いたします。 

　さらに、参加条件を満たした方全員にレッドチケット5枚プレゼン

トいたしますので、この機会に奮ってご参加ください。 

※WebMoneyの抽選につきましては、下記キャンペーン期間ごとにそれぞれ10名様ずつ抽選いたします。 

 

《開催期間》 
第1回目：　2019年3月20日（水）定期メンテナンス後 ～ 2019年4月3日（水）定期メンテナンス前まで 

第2回目：　2019年4月3日（水）定期メンテナンス後 ～ 2019年4月17日（水）定期メンテナンス前まで 

※それぞれのキャンペーン対象期間で、別々に抽選を行います。1アカウント最大2回の応募が可能です。 

 

＜『AVA』 抽選で5,000円分が当たる!! WebMoneyプレゼントキャンペーン　告知ページ＞ 

https://ava.pmang.jp/new_notices/6249 

 

 
　この他にも、友達紹介キャンペーンや復帰者応援キャンペーンも開催しております。 

　また、初心者の方や久しぶりに『AVA』に復帰した方を対象にした「カスタマーサポート強化月間」も併せて開催中です。 

　詳細は下記特設ページに記載しておりますので、この機会にぜひチェックしていただき、『AVA』をお楽しみください。 

 

＜『AVA』 AVA SPRING FESTIVAL　特設ページ＞ 
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【ゲームオン　プレスリリース】 

https://ava.pmang.jp/pages/events/springfestival2019/index 

 

　毎月・毎週無料でアイテムGET!!　Monthly ＆ Weekly AVA SPECIAL NICE DAY!!　 

 

《概要》 

　『AVA』では、毎月・毎週無料でアイテムをプレゼントする「Monthly ＆ Weekly AVA SPECIAL NICE DAY」を開催いたし

ます。前月・前週にゲームプレイ履歴があれば誰でもプレゼントを受け取ることができますので、毎週『AVA』をプレイして、

無料でアイテムを手に入れましょう！ 

 

■ Monthly AVA SPECIAL NICE DAY 
　毎月第1定期メンテナンス時、前月に1度でもゲームプレイ履歴があるお客様を対象に、無料で永久銃器をプレゼントす

る「Monthly AVA SPECIAL NICE DAY」を開催いたします。対象となっている方は、下記告知ページから無料で永久銃器

を受け取れる様になりますので、奮ってご参加ください。 

 

《3月の対象時期》 
▼ゲームプレイ対象期間： 2019年3月1日（金）0:00 ～ 2019年3月31日（日）23:59 

▽景品受け取り期間： 2019年4月3日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 2019年4月30日（火）23:59 

 

《3月のプレゼントアイテム》 

ライフルマンメイン銃器「G36 Brave（永久）」 

 

 

＜『AVA』　Monthly ＆ Weekly AVA SPECIAL NICE DAY　告

知ページ＞ 

https://ava.pmang.jp/new_notices/6250 
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【ゲームオン　プレスリリース】 

 

 

■ Weekly AVA SPECIAL NICE DAY 

　毎週の定期メンテナンス時、前週の定期メンテナンス時から1度でもゲームプレイ履歴があるお客様を対象に、無料でア

イテムをプレゼントする「Weekly AVA SPECIAL NICE DAY」を開催いたします。対象となっている方は、下記告知ページ

から無料でアイテムを受け取れる様になります。 

 

《Weekly AVA SPECIAL NICE DAY　報酬リスト》 

週  ゲームプレイ対象期間  報酬アイテム 

3月　第4週 
2019年3月20日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 
2019年3月27日（水）定期メンテンナンス開始時 

AVA-BOXプレイチケット 1枚 

3月　第5週 
2109年3月27日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 
2019年4月3日（水）定期メンテンナンス開始時 

20,000ユーロ 

 

＜『AVA』　Monthly ＆ Weekly AVA SPECIAL NICE DAY　告知ページ＞ 

https://ava.pmang.jp/new_notices/6250 

 

 

■■■　各種リンク　■■■ 

＜『AVA』 AVA SPRING FESTIVAL　特設ページ＞ 

https://ava.pmang.jp/pages/events/springfestival2019/index 
 
＜『AVA』 春の新兵祭2019 Part1　告知ページ＞ 

https://ava.pmang.jp/new_notices/6238 
＜『AVA』 AI大作戦2019　告知ページ＞ 

https://ava.pmang.jp/pages/events/ai_bigmission2019/index 
＜『AVA』 毎週無料で10回引ける「FRESHER'S BOX」　告知ページ＞ 

https://ava.pmang.jp/new_notices/6240 
＜『AVA』 抽選で5,000円分が当たる!! WebMoneyプレゼントキャンペーン　告知ページ＞ 

https://ava.pmang.jp/new_notices/6249 
＜『AVA』　Monthly ＆ Weekly AVA SPECIAL NICE DAY　告知ページ＞ 

https://ava.pmang.jp/new_notices/6250 
 

 

 

＜『Alliance of Valiant Arms』公式サイト＞ 

http://www.avaonline.jp/ 
＜『Alliance of Valiant Arms』メンバーサイト＞ 

http://ava.pmang.jp/ 
 

 

 

『AVA』プレイヤーは見逃すな！ 

『Pmangアプリ』を今すぐダウンロード！ 
  

　『Pmangアプリ』は、『AVA』の最新情報のチェックに加え、アプリ内の様々なミッションをクリアすることで、アプリ専用ガ

チャ（「ユーロ」や「永久武器」等が当たる）をプレイできる、便利でお得なゲームプレイサポートアプリです。 
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【ゲームオン　プレスリリース】 

※『Pmangアプリ』の全ての機能をご利用いただくには、Pmangアカウントでログインしていただく必要がございます。 

 

■サービス名：『Pmangアプリ』 

■料金体系：無料 

■配信形式：スマートフォンネイティブアプリ 

■プラットフォーム（カテゴリ）：App Store（エンターテイメント） / Google Play（エンタメ） 

■動作環境：iOS 10.0 以上（iPhone5s以降） / Android 4.4 以上 

  

■ダウンロード 

  

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です 

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。 

※ダウンロード、コンテンツご利用時にパケット通信料がかかります。 

※利用頻度の多い方は、定額制サービスに加入するか、ご利用額通知サービスのご利用をおすすめします。 

※本アプリは、ご利用時にサーバーとの通信が必要なので、通信可能な環境でお楽しみください。 
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