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

約10年前の『AVA』が体感できる特別チャンネル「CLASSIC」実装！
アイテム総額１億円分と豪華賞品が当たるキャンペーンなど
サービス開始10周年を記念した大感謝企画を一斉にスタート！
2018年12月5日（水）
株式会社ゲームオン

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、本日2018年12月5日（水）に、昔の銃器やMAPなど約10年前の『AVA』を体感できる特別チャンネル
「CLASSIC」を実装、同時にサービス開始10周年を記念した大感謝企画を一斉に開始いたしました。
■約10年前の『AVA』を体感できる特別チャンネル「CLASSIC」を期間限定実装！
「CLASSIC」専用装備のみで行われる公式大会「AVACOT」のエントリーを本日より開始！
サービス開始10周年を記念して実装された「CLASSIC」は、2008～2010年にアップデートされたラインナップ
の中でピックアップされた武器・アイテムのみが使用可能となる特別チャンネルで、全12種類のMAPをプレイ
することができます。「CLASSIC」は2019年1月9日（水）までの期間限定実装となり、本日より2週間「CLASSIC」
をプレイするとアイテムがもらえるプレイイベントを実施いたします。
ぜひこの機会に懐かしい時代の『AVA』に触れてみてください。
また「CLASSIC」の実装を記念して、使用可能銃器やアイテムは「CLASSIC」専用装備のみで行われるトーナ
メント方式のオンライン公式大会「AVACOT」を2018年12月22日（土）と23日（日）に開催決定、本日よりエント
リー受付を開始します。参加された方の中から抽選で豪華賞品が当たるチャンスもございますので、たくさん
のご応募をお待ちしております。
■アイテム総額１億円分と豪華賞品が毎週当たるキャンペーンなど、大感謝企画を一斉にスタート！
『AVA』は2018年12月1日、お蔭様でサービス開始10周年を迎えることができました。支えていただいたプレ
イヤーの皆様に最大限の感謝をこめ、様々な企画を本日より一斉にスタートいたします。
・10ｔｈ記念 大感謝プレゼントキャンペーン ＜2018/12/5（水）～2019年1月9日（水）＞
アイテム総額１億円分をはじめ、ゲーミングパソコンやデバイス、電子マネーなど豪華賞品の中から欲しいも
のを選んで、『AVA』をプレイするだけでプレゼントが当たるキャンペーンを開催いたします。5週間毎週抽選の
チャンスがあり、抽選に外れても応募された方全員にもれなく参加賞をプレゼントいたします。ぜひ奮ってご参
加ください。
・毎日無料!！！10周年の感謝を込めて「10th Thanks BOX」＜2018/12/5（水）～12/14（金）23：59＞
「AVA-BOXチケット」0枚で10回プレイができる特別なAVA-BOXが期間中毎日登場します。大当たりには今
回初登場の永久銃器をご用意、その他にも永久銃器・人気キャラクターがラインナップされた特別仕様となっ
ております。
・スタートダッシュを決めろ!!「ULTRA新兵祭」 ＜2018/12/5（金）21:00 ～ 12/19（水）＞
期間中、新規ユーザーがログイン時に自動的に受け取る報酬がグレードアップします。さらに毎日ログイン
することでさらに内容が豪華になっていくのに加え、階級がアップするごとにもアイテムをプレゼントいたします。
友達紹介キャンペーンも同時開催しておりますので、ぜひお友達もお誘いの上『AVA』を始めてみてください。
この他にも様々な企画をご用意しております。これからも『AVA』を応援よろしくお願いいたします。

■実装期間
2018年12月5日（水）定期メンテナンス終了後～
2019年1月9日（水）定期メンテナンス開始時まで

■概要
サービス開始10周年を記念して実装された
「CLASSIC」は、2008～2010年にアップデートさ
れたラインナップの中でピックアップされた武器・
アイテムのみが使用可能となる特別チャンネル
です。
ぜひこの機会に懐かしい時代の『AVA』に触れて
みてください。

■プレイ可能MAP
＜爆破＞Black Scent※ / Cannon / Dual Sight / Fox Hunting / Hammer Blow / India
＜殲滅＞Castle Rock / Chromite / Cold Case※ / Snake Eye
＜護衛＞ Rising Dust / Storm Blitz
※はリメイクされる前のマップデザインでプレイできます

「CLASSIC」実装記念プレイイベント
▼期間
2018年12月5日（水） 定期メンテナンス終了後～
2018年12月19日（水）定期メンテナンス開始時まで

▼内容
期間中に「CLASSIC ch」、または「CLASSIC ch（クラン）」で
プレイした回数に応じ豪華アイテムをプレゼントいたします。

2回

10,000ユーロ

12回

カプセル商品券2枚

4回

レッドチケット5枚

14回

10,000ユーロ

6回

10,000ユーロ

16回

AVA-BOXプレイチケット2枚

8回

レッドチケット5枚

18回

10,000ユーロ

10回

10,000ユーロ

20回

200SP

「CLASSIC」専用装備のみで行われる公式大会「AVACOT」のエントリーを本日より開始！
▼大会開催日
2018年12月22日（土）・23日（日）
※各日18：00～

▼エントリー期間
2018年12月5日（水）定期メンテナンス終了後～
2018年12月17日（月）10：00まで

▼組み合わせ発表
2018年12月20日（木）終日中

▼概要
「CLASSIC」チャンネルの実装を記念して「AVACOT」を開催いたします。 「AVACOT」は使用可能銃器やアイテムは
「CLASSIC」専用装備のみで行われる、トーナメント方式のオンライン公式大会です。
１位から３位に入賞されたクランには豪華アイテムを、そして参加された方全員に参加賞として「AVA-BOXプレイチケット5枚」
をプレゼントいたします。なお、参加された方の中から抽選で豪華賞品が当たるチャンスもございます。
ぜひ奮ってご参加ください。

＜特別チャンネル「CLASSIC」 特設サイト＞
https://ava.pmang.jp/update/classic

『AVA』は2018年12月1日、お蔭様でサービス開始10周年を迎えることができました。
支えていただいたプレイヤーの皆様に最大限の感謝をこめ、様々な企画を本日より
一斉にスタートいたします。

＜AVA 10th ANNIVERSARY 特設サイト＞
https://ava.pmang.jp/pages/events/10th_anniversary/index

10ｔｈ記念 大感謝プレゼントキャンペーン
▼期間
2018年12月5日（水） 定期メンテナンス終了後～
2019年1月9日（水）定期メンテナンス開始時

▼内容
アイテム総額１億円分をはじめ、ゲーミングパソコンや
デバイス、電子マネーなど豪華賞品の中から欲しいも
のを選んで、『AVA』をプレイするだけでプレゼントが
当たるキャンペーンを開催いたします。
5週間毎週抽選のチャンスがあり、抽選に外れても応
募された方全員にもれなく参加賞「AVA-BOXプレイ
チケット」１枚をプレゼントいたします。5週連続参加し
ていただくとチケットが５枚揃い、レア武器や高額ユー
ロが当たる「AVA-BOX」を必ず１回プレイすることがで
きます。ぜひ奮ってご参加ください。

毎日無料！！10周年の感謝を込めて「10th Thanks BOX」
▼期間
2018年12月5日（水） 定期メンテナンス終了後～
12月14日（金） 23：59

▼内容
10周年の感謝を込めて、「AVA-BOXチケット」0枚で
10回プレイができる特別なAVA-BOXが期間中毎日
登場します。
期間中に毎日プレイすれば、合計100回が無料！
大人気スナイパー銃器「Berett XM209 Railgun」の弾
数UPモデルであり、今回初登場となる「M82A3 Last
Glacial（永久）」が大当たり銃器として登場します。
その他、永久銃器・人気キャラクターがラインナップさ
れた特別仕様となっております。この超豪華な「10th
Thanks BOX」をぜひ無料でプレイしてみてください。

▲初登場銃器「M82A3 Last Glacial（永久）」

スタートダッシュを決めろ！！「ULTRA新兵祭」
▼期間
2018年12月5日（水） 定期メンテナンス終了後～
12月19日（水）定期メンテナンス開始時

▼内容
①普段より豪華な報酬が、毎日ログインで更に豪華に！
期間中は、ログイン時に自動的に受け取る新規ユーザー
報酬が「ULTRA新兵祭パッケージ」としてグレードアッ
プ！さらに毎日ログインすることで、さらに内容が豪華に
なってきます。
②階級アップでもれなく＆抽選でアイテムGET!

③友達紹介キャンペーン同時開催中！

新規ユーザーの方が階級アップするごとに、もれなくアイ
テムをプレゼントします。さらに抽選で、アイテムがより豪
華になるＷチャンスも！

期間中、お友達に『AVA』を紹介すると、紹介された方、紹介
していただいた方の両方にアイテムをプレゼントいたします。

10周年記念ログインキャンペーン
▼期間
2018年12月5日（水） 定期メンテナンス終了後～
12月18日（火） 23：59

▼内容
期間中にゲームにログインするとログインキャンペーン
特設ページからレアアイテムをGETできます。
今回の目玉アイテムは、10周年にふさわしい豪華版
高性能ライフルマン銃器「XM8 Sci-FI（永久）」！AVABOXプレイチケットも最大で5枚獲得でき、その他のアイ
テムもゲームに役に立つものばかりです。
ぜひ奮ってご参加ください！

「10th ANNIVERSARY BOX」登場！
▼期間
2018年12月5日（水） 定期メンテナンス終了後～
12月19日（水）定期メンテナンス開始時

▼内容
10周年を記念して制作された「SR-47 夜叉」が大当たり
銃器となった「10th ANNIVERSARY BOX」が登場します。
また今回は特別に永久銃器が当たらなかった場合
「30,000ユーロ」＋ラインナップにあるいずれかのアイテ
ムの期間性銃器が手に入ります。
必ずアイテムが当たるこの機会をお見逃しなく！
▲10周年を記念して制作された「SR-47 夜叉」

「プライムケース（アニバーサリー）」期間限定で新登場！！
▼期間
2018年12月5日（水） 定期メンテナンス終了後～
12月19日（水）定期メンテナンス開始時

▼内容
今回新登場となる「プライムケース（アニバーサリー）」は
10周年記念パッケージとなっており、全てのお客様が交
換可能となっております。
通常より3倍もお得にAVA-BOXプレイチケットをゲットで
きるチャンスです！

【10周年記念】AVA公式LINEスタンプ初登場！
▼発売期間
2018年11月30日（金）～

▼内容
10周年を記念して、AVA公式LINEスタンプ（計40種類）を発売中！『AVA』に登場するAhmedやPriestなどの男性キャラ
クターや、LeiやArjunaなどの女性キャラクターが可愛くデフォルメされて描かれています。

AVA公式LINEスタンプ販売記念！LINE@ガチャ登場！
▼期間
2018年12月5日（水） 定期メンテナンス終了後～
2019年2月6日（水）定期メンテナンス開始時

▼内容
LINE@にて特定のキーワードを入力すると、アイテム
シリアルコードがランダムで排出されるお1人1回限り
の無料ガチャです。
シリアルを入力するまで何が出るかはお楽しみ！
超大当たりはなんと「AK47 Volt」の弾数UP銃器！
「AK47 Mammon」がラインナップされています！

▲超大当たり銃器「AK47 Mammon」

＜特別チャンネル「CLASSIC」 特設サイト＞
https://ava.pmang.jp/update/classic

＜AVA 10th ANNIVERSARY 特設サイト＞
https://ava.pmang.jp/pages/events/10th_anniversary/index
＜『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/
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