
期間限定予備

■2015年１１月期間限定経験値 
【通月特典】 
１１月中のロープレに適用されます。   

①神様降臨！   
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名すると！！ 
条件：割引券、ポイントカードを使用しないこと   
・・・２５０ex　   
（問い合わせや、ツイッター等で空き状況を確認した場合の加算は２００ｅｘ）

②   紅葉を見にいこう！ 
この期間に遠征で紅葉を見に行くと・・・ 
＝１００～２００ex 
（期間中１回） 
※庭園や公園等。 

※通月特典は１１月中１度ずつの経験値加算となります。   
※通月特典をひとつのロープレで組み合わせることはできません。   
ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回された場合の申請は両方加算いたします。

※下記『オイシイ週替わり』とは１ロープレ中で組み合わせることができます。

【オイシイ期間替わり】 
・期間毎に特別経験値がつきます！ 
各期間の経験値獲得は１度だけです。 

★１１月１日～１１月１０日 
文化の日！芸術の秋！ 
期間中美術館やアートな催し、映画を見に行くと・・・ 
（期間中１回） 
＝１００～２００ex 

★１１月１１日～１１月１８日 
“１１＝イレブン＝サッカー”ということで！ 
サッカーや、サッカーアニメに関係する曲を歌うと 
１００ex 

★１１月１９日～１１月２３日 
ザ・解禁！！
この週にボジョレー・ヌーヴォーまたは「ひやおろし」を飲む
あるいはズワイガニ（越前ガニ）を食べると
１００ex～１５０ｅｘ

★１１月２４日～１１月３０日 
食欲の秋！鍋料理を食べよう！ 
この週に鍋料理を食すと 
１００ex ～１５０ｅｘ
（期間中１回） 

※同一スポットを、   
期間限定経験値と通常の経験値（利用系や申請スポット経験値   
との両方に申請することはＮＧとさせていただきます。   
一スポット一申請でよろしくお願い致します。

■2015年１０月期間限定経験値  



【通月特典】 
１０月中のロープレに適用されます。 

①神様降臨！ 
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名すると！！
条件：割引券、ポイントカードを使用しないこと 
・・・２５０ex　 
（問い合わせや、ツイッター等で空き状況を確認した場合の加算は２００ｅｘ） 

②１０連チャレンジ！ 
エクリーズと協力して１０回連続で何かをすると・・・ 
・・・５０～２００ex 

例： 
ガチャポンを１０回連続でする 
エクリーズに１０回連続じゃんけんで勝つ（ｏｒ負ける） 
カラオケで１０回連続アニソンを歌う 
回転寿司で１０回連続軍艦系を食べる 

※通月特典は１０月中１度ずつの経験値加算となります。 
※通月特典をひとつのロープレで組み合わせることはできません。 
ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回された場合の申請は両方加算いたします。

※下記『オイシイ週替わり』とは１ロープレ中で組み合わせることができます。 

【オイシイ期間替わり】 
・期間毎に特別経験値がございます！ 
特別経験値は各期間で一度だけ獲得できます。

☆１０月１日～１０月８日 
１０テンカラ！ 
１０年前の２００５年に流行った歌、２００５年の思い出の歌をカラオケで歌うと・・・ 
＝１００ｅｘ 

☆１０月９日～１０月１６日 
スポーツの秋！芸術の秋！ 
スポーツ観戦、スポッチャなどで運動をすると… 
美術館やアートなイベントへに行くと・・・ 
＝５０～２００ex 

☆１０月１７日～１０月２４日 
秋を食べよう！
秋刀魚、牡蠣、柿、松茸、栗、銀杏、キノコ 
上記の秋の味覚を食すと・・・ 
＝５０～２００ex 
※品数、種類、場所等によって変動します。 

☆１０月２５日～１０月３１日 
ザ・ハロウィン！ 
① ハロウィン限定メニューを食すと 
・・・１００ex 
②ハロウィンイベントに行くと 
・・・１００ ～２００ｅｘ
③『Happy Halloween！』 ※３１日のみです 
A．ロープレにて『Trick or
Treat?』と言われたときにお菓子（小さなものでお願いします）を渡すと



・・・１５０ex 
B．ロープレ中、チラシ配布エクリーズと遭遇し『Trick or Treat?』と言われたときにお菓子
（小さなものでお願いします）を渡すと
・・・２００ex 
A,Bどちらかの加算となります。

①②③のいずれかで期間中１度のみ加算です。 

※同一スポットを、 
期間限定経験値と通常の経験値（利用系や申請スポット経験値 
との両方に申請することはＮＧとさせていただきます。 
一スポット一申請でよろしくお願い致します。 

■2015年９月期間限定経験値   

【通月特典】   

①【ザ・秋分！】 
秋分を過ぎるとだんだん夜がながくなってきますね。 
夜景の綺麗な場所へいくと・・・ 
１００～２００ｅｘ 

②【神様降臨！ 】       
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名すると！！
（１００分券は使用できません）     
・・・２５０ex　       
（空き状況の問い合わせや確認をした場合の加算は２００ｅｘ） 

※通月特典は9月中１度ずつの経験値加算となります。   
※通月特典をひとつのロープレで組み合わせることはできません。   
ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回された場合の申請は両方加算いたします。

※下記『オイシイ週替わり』とは１ロープレ中で組み合わせることができます。   

【オイシイ期間替わり】   
・期間毎に特別経験値がございます！   
特別経験値は各期間で一度だけ獲得できます。   

☆９月１日～９月８日   
いつでもティータイム！！ 
期間限定の企画カフェに行くと・・・ 
・・・５０～２００ex   

☆９月９日～９月１６日   
“ザ・ナイン”！！ 
ナイン、９、Septemberがつく曲をカラオケを歌うと・・・ １００ｅｘ
野球観戦（２００ex）や野球に関係することをすると・・・ ５０～２００ｅｘ
ビリヤードナインボールをすると・・・ １００ｅｘ

★９月１７日～９月２４日   
動物大好き！ 
9月20日から26日は動物愛護習慣だとのこと   
動物が関係するロープレをすると・・・ 
５０～２００ex   

★９月２５日～９月３０日   
お月見ウェーク！ 
９月２７日はお月見。お月見にちなんだメニューを食すと・・・ 
・・・５０～１５０ex   



（２７日にお月見をすると１５０ｅｘ）

※同一スポットを、       
期間限定経験値と通常の経験値（利用系や申請スポット経験値       
との両方に申請することはＮＧとさせていただきます。       
一スポット一申請でよろしくお願い致します。  

■2015年８月期間限定経験値   

※同一スポットを、   
期間限定経験値と通常の経験値（利用系や申請スポット経験値   
との両方に申請することはＮＧとさせていただきます。   
一スポット一申請でよろしくお願い致します。   

【通月特典】   
8月中のロープレに適用されます。 

①【遠征区解放！】   
7月に引き続き夏休みということで遠征区を開放いたします。   
経験値によって解放区域が違いますので、下記参照くださいませ。   

★経験値が１０００未満の冒険者★   
・サブカル都市遠征コースにエクリーズと１対１で行く権利が得られます！   
※コースは常設コースのみです。   

★経験値が１０００以上、７０００未満の冒険者★   
・アキバシティー外遠征コースの場所が、２３区内全域になります。   
（ただし目的地をご予約時もしくは受付時に要相談となりますことをご了承ください）   

★経験値が７０００以上、３３５００未満の冒険者★   
・大宮鉄道博物館　サンリオピューロランド   
・横浜コース―横浜駅・みなとみらい駅・中華街周辺となります。   
（日の出町、伊勢佐木町はＮＧ、その他要相談でお願い致します）   
・ららぽーと船橋、幕張メッセ、大慶園、千葉駅周辺。   
・さいたま新都心駅周辺   
・研究学園駅・つくば駅周辺   
・八景島シーパラダイス、東武動物公園。   

★経験値が３３５００以上、４８０００未満の冒険者★   
・アキバシティー外遠征コースの場所を一回だけリクエストできる権利。   
この権利は一度使うと無効となります。   
※既にこの権利を持っている方は、一つ増えることになりますが、当月中にご使用しない場合は
無効となります。   

★経験値が４８０００以上（天使界）の冒険者★   
期間中、アキバシティー外遠征コースの場所をリクエストできる権利の回数に制限がなくなりま
す       

②　【あぁ涼しい！】 
涼しげなことをロープレに取り入れると・・・
（エアコンが涼しいはNG）
５０～２００ex   

③　【夏フェス！ 】 
夏限定のイベント、フェスへ行くと･･･   
１００～２００ex   

④【神様降臨！  】   
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名をすると！！   



・・・２５０ex　   
（空き状況の問い合わせや確認をした場合の加算は２００ｅｘ）   

※通月特典②③④は８月中１度ずつの経験値加算となります。     
※通月特典②③④をひとつのロープレで組み合わせることはできません。   
ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回された場合の申請は両方加算いたします。

※下記『オイシイ週替わり』とは組み合わせることができます。   

【オイシイ期間替わり】   
・期間毎に特別経験値がつきます！   
特別経験値は各期間で一度だけ獲得できます。   

★８月１日～８月７日   
【夏バテ対策！】 
スタミナ料理か激辛料理を食べると   
・・・５０～１５０ex   

☆８月９日～８月１５日   
【夏カラ！】   
タイトルに“夏”（“サマー”でも可）がつく曲をカラオケで歌うと   
・・・１００ex           

★８月１６日～８月２４日 
【  夏の企画展へ行こう！】 
プラネタリウム、博物館、美術館、水族館に行くと 
･･･１００～２００ex   

☆８月２５日～８月３１日   
【夏休みの宿題  】 
夏休みに宿題はつきもの。自分の“終わっていない宿題”を見つけ、ロープレに取り入れると･･･

・・・５０～２００ex   

■２０１５年７月の期間限定経験値

※同一スポットを、 
期間限定経験値と通常の経験値（利用系や申請スポット経験値 
との両方に申請することはＮＧとさせていただきます。 
一スポット一申請でよろしくお願い致します。 

【通月特典】 
①は７月通しての特典
②③は７月中のロープレで１度ずつの加算できます。 

①遠征区・解放 

経験値によって解放区域が違いますので、下記参照くださいませ。 

★経験値が１０００未満の冒険者★ 
・サブカル都市遠征コースにエクリーズと１対１で行く権利が得られます！ 
※コースは常設コースのみです。 

★経験値が１０００以上、７０００未満の冒険者★ 
・アキバシティー外遠征コースの場所が、２３区内全域になります。 
（ただし目的地をご予約時もしくは受付時に要相談となりますことをご了承ください） 

★経験値が７０００以上、３３５００未満の冒険者★ 
・大宮鉄道博物館　サンリオピューロランド 



・横浜コース―横浜駅・みなとみらい駅・中華街周辺となります。 
（日の出町、伊勢佐木町はＮＧ、その他要相談でお願い致します） 
・ららぽーと船橋、幕張メッセ、大慶園、千葉駅周辺。 
・さいたま新都心駅周辺 
・研究学園駅・つくば駅周辺 
・八景島シーパラダイス、東武動物公園。 

★経験値が３３５００以上、４８０００未満の冒険者★ 
・アキバシティー外遠征コースの場所を一回だけリクエストできる権利。 
この権利は一度使うと無効となります。 
※既にこの権利を持っている方は、一つ増えることになりますが、当月中にご使用しない場合は
無効となります。 

★経験値が４８０００以上（天使界）の冒険者★ 
期間中、アキバシティー外遠征コースの場所をリクエストできる権利の回数に制限がなくなりま
す 

②【神様降臨！ 】 
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名をすると！！ 
・・・２５０ex　 
（空き状況の問い合わせや確認をした場合の加算は２００ｅｘ） 

③【海が聞こえる】 
夏は海を見に行きたくなりますよね。 
エクリーズと海を見に行く、あるいは海が見える場所に行くと・・・ 
１００～２００ｅｘ 

●通月特典の注意事項● 
・通月特典は７月中１度ずつの経験値加算となります。 
・通月特典②③をひとつのロープレで組み合わせることはできません。 
ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回され、一つずつ申請された場合は両方加算
いたします。 
・下記『オイシイ期間替わり』とは組み合わすことができます。 

【オイシイ期間替わり】 
期間毎に特別経験値がつきます！ 
（各期間で一度の経験値加算） 

★７月１日～７月７日 
【星に願いを！】 
ロマンチックな七夕の季節。 
短冊を書くのも良し、七夕限定メニューを食すのも良し、大それた計画を練るのも良し。 
七夕らしい企画を実行しましょう。 
５０～１５０ex 

★７月８日～７月１５日 
【セブンカラオケ】 
カラオケに行き 
７もしくはセブン、“なな”という文字（漢字も可）が入った歌を歌うと
（アーティスト名、ユニット名でも可） 
・・・１００ex 

★７月１６日～７月２２日 
【夏を食べよう！】 
夏を感じる飲食店に行ったり、夏を感じる食べ物を食べると 
（ビアガーデン、カキ氷、夏野菜・果物、夏スイーツ） 
･･･５０～１５０ex 

★７月２３日～７月３１日 
【あー夏休み！】 
自由研究的ロープレをすると 
（科学博物館、昆虫採集、工作など・・・） 
…５０～２００ex 



■2015年６月期間限定経験値 

※同一スポットの申請を、               
期間限定経験値と通常の経験値（利用系や申請スポット経験値 
との両方に申請することはＮＧとさせていただきます。               
一スポット一申請でよろしくお願い致します。 

【通月特典】   
※月に１度だけの加算となります。 

①記念日を作っちゃおう！ 
６月は国民の休日が無い月なのです。 
というわけで、オリジナルの記念日を作って、 
それにまつわるロープレをすると 
・・・５０～２００ｅｘ 

②神様降臨！     
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名をすると！！       
・・・２５０ex　 
（空き状況の問い合わせや確認をした場合の加算は２００ｅｘ） 

通月特典①と②を１ロープレ中に組み合わせることはできません。       
またそれぞれ６月中一度ずつの加算となります。       
下記オイシイ期間替わりとは１ロープレ中に組み合わせて申請可能です。   
ただし同一のスポット、場所で組み合わせることはできません。 

【オイシイ期間替わり】   
・期間毎に特別経験値がつきます！   
特別経験値は各期間で一度だけ獲得できます。   

★６月１日～６月７日   
シックス・センス！
第六感を働かせた、あるいは鍛えるロープレをすると
・・・５０～２００ex   

☆６月８日～６月１４日   
レインソングを歌おう！   
この期間にカラオケで雨にまつわる歌を歌うと   
・・・１００ｅｘ

★６月１５日～６月２１日   
父の日！
６月３週目の日曜日は父の日です。 
父の日にちなんで『親父』っぽいロープレをすると 
・・・５０～２００ex   

☆６月２２日～６月３０日   
紫陽花を見よう！
ロープレで紫陽花が咲いている場所に行くと
・・・５０～２００ｅｘ

■2015年５月期間限定経験値 

※同一スポットの申請を、       
期間限定経験値と通常の経験値（利用系や申請スポット経験値



との両方に申請することはＮＧとさせていただきます。       
一スポット一申請でよろしくお願い致します。

【通月特典】 （期間中一度だけの加算となります）   
①  五月病対策をしよう！ 
森林浴や春の花を見に行きリラックスすると 
…５０～２００ex
（内容によって変動） 

②  神様降臨！  
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名をすると！！   
・・・２５０ex　
（空き状況の問い合わせをした場合の加算は２００ｅｘ）

③【遠征区・解放】       
遠征区域を解放をいたします！       
経験値によって解放区域が違いますので、下記参照くださいませ。       

●経験値が１０００未満の冒険者●   
・常設の遠征エリアにエクリーズと１対１で行く権利が得られます！          

●経験値が１０００以上、７０００未満の冒険者●       
・アキバシティー外遠征コースの場所が、２３区内全域になります。       
（ただし目的地をご予約時もしくは受付時に要相談となりますことをご了承ください）       

●経験値が７０００以上、３３５００未満の冒険者●       
・大宮鉄道博物館　サンリオピューロランド       
・横浜コース―横浜駅・みなとみらい駅・中華街周辺となります。       
（日の出町、伊勢佐木町はＮＧ、その他要相談でお願い致します）       
・ららぽーと船橋、幕張メッセ、大慶園、千葉駅周辺。       
・さいたま新都心駅周辺       
・研究学園駅・つくば駅周辺       
・八景島シーパラダイス、東武動物公園。       

●経験値が３３５００以上、４８０００未満の冒険者●       
・アキバシティー外遠征コースの場所を一回だけリクエストできる権利。       
この権利は一度使うと無効となります。       
※既にこの権利を持っている方は、一つ増えることになりますが、当月中にご使用しない場合は
無効となります。   

通月特典①と②を１ロープレ中に組み合わせることはできません。   
またそれぞれ期間中一度ずつの加算となります。   
下記オイシイ期間替わりとは１ロープレ中に組み合わせて申請可能です。 
ただし同一のスポット、場所で組み合わせることはできません。

【オイシイ期間替わり】 
・期間毎に特別経験値がつきます！ 
特別経験値は各期間で一度だけ獲得できます。 

★５月１日～５月６日 
童心に返ろう！
ＧＷはこどもの楽園！ 
大人としてはちょっとはずかしい子供っぽいことを
ロープレに取り入れると
…５０～２００ｅｘ 
内容によって変動 

★５月７日～５月１０日 
母の日のプレゼントを選ぼう！ 



エクリーズと母の日のプレゼントを選ぶと 
…５０～１５０ｅｘ内容によって変動 

★５月１１日～５月１７日 
冒険的なロープレをしよう！ 
初体験なことやドキドキするロープレをすると 
…５０～２００ｅｘ内容によって変動 

★５月１８日～５月２４日 
ＧＯＧＯカラオケ！
５月、ごがつ、ＧＯがつ・・・
タイトルにＧＯがつく曲をカラオケで歌うと
…１００ex 

★５月２５日～５月３１日 
５月を喰らう！
春野菜＝たけのこ、春キャベツ、新ごぼう、新ジャガ、山菜を使用した料理、 
旬な海の幸＝アジ、かつお、アオリイカ、ほたるいか、シロエビを使用した料理 
いずれかを食べると
…５０～１５０ｅｘ内容によって変動 

■2015年４月期間限定経験値       

同一スポットの申請を、   
期間限定経験値と通常の経験値（利用系や申請スポット経験値）との   
両方に申請することはＮＧとさせていただきます。   
一スポット一申請でよろしくお願い致します。   

【通月特典】       
①　お花見をしよう！   
お弁当やお惣菜を購入しお花見あるいはピクニックをすると   
・・・５０～２００ｅｘ（期間中一度だけの加算となります）       
※内容によって経験値は変動します。   

②　神様降臨！   
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名をすると！！ 
・・・２５０ex　（期間中一度だけの加算となります）       

●通月特典の注意事項●   
・通月特典は４月中１度ずつの経験値加算となります。   
・通月特典①②をひとつのロープレで組み合わせることはできません。   
ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回され、一つずつ申請された場合は両方加算
いたします。   
・下記『オイシイ期間替わり』とは組み合わせることができます。   
・    同一のスポット、場所で組み合わせた場合等、加算の数値は低くなります。 

【オイシイ期間替わり】       
期間毎に特別経験値がつきます！       
（各期間で一度の経験値加算）       

★４月１日～４月８日       
春には春の歌を歌おう！       
曲名や歌手名、グループ名に春、SPRINGなどが入った歌を歌うと       
１００ex       

☆４月９日～４月１４日       
運動をしよう！   
スポッチャやそのほかスポーツ施設に行き運動を楽しむかまたはスポーツ観戦をすると   



・・・　５０～２００ex       
※内容によって経験値は変動します。   

★４月１５日～４月２２日       
新年度の諜報活動！   
【探索・潜入・調査】的なロープレをすると   
５０～２００ｅｘ   
※内容によって経験値は変動します。   

例）   
・新店のメイド喫茶を調査   
・入りづらいお店に潜入   
・未知なる領域を開拓、探索（男装や男の娘のカフェやゲテモノ料理）   
・都市伝説やうわさを検証   
・一部で話題になっていることなどの価値を検証   
５０～２００ｅｘ   
※内容によって経験値は変動します。   

☆４月２３日～４月３０日       
昭和の日にちなんで   
昭和を感じさせるロープレをすると   
５０～２００ex       
※内容によって経験値は変動します. 

以上となります。

■2015年３月期間限定経験値

◆　期間　◆

２０１５年　３月１日　～　３月３１日

同一スポットの申請を、
期間限定経験値と通常の経験値（利用系や申請スポット経験値）との
両方に申請することはＮＧとさせていただきます。
一スポット一申請でよろしくお願い致します。

【通月特典】（月一回の加算となります）

①限定カフェ！
期間限定（企画ものやコラボ）のカフェに行くと
・・・５０～２００ex

②春のにおいを感じよう！
春を先取りしたなにかをすると
・・・５０ｅｘ～２００ｅｘ

●通月特典の注意事項●
・通月特典は３月中１度ずつの経験値加算となります。
・通月特典①②をひとつのロープレで組み合わせることはできません。
ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回され、一つずつ申請された場合は両方加算
いたします。
・下記『オイシイ期間替わり』とは組み合わせることができます。
・ 同一のスポット、場所で組み合わせた場合等、加算の数値は低くなります。

【オイシイ期間替わり】
・３月の期間毎に特別経験値がつきます！
特別経験値は各期間で一度だけ獲得できます。

★３月１日～３月７日
ひな祭り！



女の子の節句にちなんで
女子力高めなスポットに行くと・・・５０～１５０ｅｘ

☆３月８日～３月１４日
ホワイトデー週間！
・ホワイトデーのお返しをする
・もらってないけどなぜかお返しをする
・ホワイトデー企画メニューを食す
いずれかをすると
・・・５０～１５０ｅｘ

★３月１５日～３月２１日
卒業ソング！
卒業シーズン、ということで、「卒業」にちなんだ曲や
卒業式の定番曲をカラオケで歌うと
・・・１００ex

☆３月２２日～３月３１日
セルフ・ミッション！
年度の終わり月、やり残していることはありませんか？
やり残していると思うことをやり遂げられたら
・・・　５０～２００ex　

以上となります。
期間限定経験値をぜひゲットしてください！ 

■2015年２月期間限定経験値 

◆　期間　◆ 

２０１５年　２月１日　～　２月２８日 

【通月特典】（月一回の加算となります）   

①　建国記念の日にちなんで 
日本人らしいことをすると 
内容によって・・・５０～２００ex 

②　お誘いしたエクリーズの特に好きなこと＆ものを
ロープレに取り入れたら
内容によって・・・５０～２００ex 

●通月特典の注意事項●   
・通月特典は２月中１度ずつの経験値加算となります。                                                               
・通月特典①②をひとつのロープレで組み合わせることはできません。

（ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回され、一つずつ申請された場合は両方加
算いたします）                                                               
・下記『オイシイ期間替わり』とは組み合わせることができます。                       
ただし    同一のスポット、場所で組み合わせた場合等、加算の数値は低くなります。 

【オイシイ期間替わり】 
・２月の期間毎に特別経験値がつきます！ 
特別経験値は各期間で一度だけ獲得できます。 

★２月１日～２月７日 
鍋料理をたべよう！
この期間に鍋料理であったまると
・・・５０～１５０ｅｘ
３日の日に限りに豆と恵方巻を食べると 



・・・１５０ex 
※ただし、豆はエクリーズが１８粒、冒険者様は年の数だけ食べ、
恵方巻きは２人で『西南西』を向いて食べること。 

☆２月８日～２月１４日 
バレンタイン 
この期間にバレンタイン企画メニューを食すると 
・・・５０～１５０ｅｘ

★２月１５日～２月２１日 
雪にちなんだ歌を歌おう！ 
（雪、スノーなどがタイトルにある歌） 
・・・１００ex   

☆２月２２日～２月２８日 
ロープレでＬＩＶＥパフォーマンスがあるお店を利用すると
・・・５０～２００ex     

以上となります。 
期間限定経験値をぜひゲットしてください！ 

■2015年１月期間限定経験値 

◆　期間　◆   
２０１５年　１月４日　～　１月３１日   

２０１５年もどきどきわくわくなロープレを楽しみましょう！ 

◆　概要　◆   

★通月特典★   
１月中のロープレに適用されます。

①　おみくじを引こう！（期間中一度だけ加算）   
運試し、どうせなら楽しみましょう。   
冒険者様の引いたおみくじによって以下のようになります！   

・大吉・・・２００ex　＋　エクリーズにも２００ex   
・吉・・・１５０ex   
・中吉・・・１００ex   
・小吉・・・５０ex   
・末吉・・・２０ex   
・凶・・・１００df   
・大凶・・・２００df　＋　エクリーズにも２００df！   

※申請は月内でお選びいただいて結構ですが、おみくじを引くのは１日１回でお願い致します。

②新年会をしよう！ 
（期間中一度だけ加算） 
エクリーズと2015年ロープレの展望を語りながらお食事を楽しむと・・・ 
５０～１５０ｅｘ
（月一回の加算となります）   

③【遠征区・解放】   

先月に引き続き、遠征区域を解放をいたします！初詣等、お役立てくださいませ。   
経験値によって解放区域が違いますので、下記参照くださいませ。 

★経験値が１０００未満の冒険者★   



・サブカル都市遠征コースにエクリーズと１対１で行く権利が得られます！   
※コースは常設コースのみです。   

★経験値が１０００以上、７０００未満の冒険者★   
・アキバシティー外遠征コースの場所が、２３区内全域になります。   
（ただし目的地をご予約時もしくは受付時に要相談となりますことをご了承ください）       

★経験値が７０００以上、４６０００未満の冒険者★   
・大宮鉄道博物館    サンリオピューロランド   
・横浜コース―横浜駅・みなとみらい駅・中華街周辺となります。   
（日の出町、伊勢佐木町はＮＧ、その他要相談でお願い致します）   
・ららぽーと船橋、幕張メッセ、大慶園、千葉駅周辺。   
・さいたま新都心駅周辺   
・研究学園駅・つくば駅周辺   
・八景島シーパラダイス、東武動物公園。   

★経験値が４６０００以上、４８０００未満の冒険者★   
・アキバシティー外遠征コースの場所を一回だけリクエストできる権利。   
この権利は一度使うと無効となります。   
※既にこの権利を持っている方は、一つ増えることになりますが、当月中にご使用しない場合は
無効となります。   

★経験値が４８０００以上（天使界）の冒険者★   
期間中、遠征コースの場所をリクエストできる権利の回数に制限がなくなります。   

●通月特典の注意事項● 
・通月特典①②は１月中１度ずつの経験値加算となります。                               
・通月特典①②をひとつのロープレで組み合わせることはできません。                               
（ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回され、一つずつ申請された場合は両方加
算いたします）                               
・下記『オイシイ期間替わり』とは組み合わせることができます。           
ただし  同一のスポット、場所で組み合わせた場合、加算の数値は低くなります。 
例：新年会とご当地ぐるめ、おみくじと初詣など

【オイシイ期間替わり】   
・１月の期間毎に特別経験値がつきます！   
特別経験値は各週で一度だけ獲得できます。   
※例　１週目で初詣に何度行っても経験値は１度しか加算されません。   
詳細は下記参照ください。   

★１月４日～１月１０日   
初詣に行こう！   
この週に初詣に行くと･･･   
１００～２００ｅｘ
（利用系と組み合わせると加算は低くなります）

☆１月１１日～１月１７日   
お正月っぽいことをしよう！   
凧揚げ、羽子板、歌留多、百人一首、福笑い、双六、独楽回し、 
書初め、年賀状交換、甘酒、お餅を食べる、 
のどれかをすると・・・ 
＝５０～１５０ex 
※内容や種類、数によって変わります。 

★１月１８日～１月２４日   
冒険者orエクリーズの出身地のご当地グルメを食べると・・・ 
５０～１５０ex   

☆１月２５日～１月３１日   
ウィンターソングを歌おう！   
この期間にカラオケに行き冬にまつわる歌を歌うと…   
１００ex



期間限定予備２

■2016年6月期間限定経験値   

★通月特典★       
６月中のロープレに適用されます。       

①記念日を作っちゃおう！     
６月は国民の休日が無い月なのです。     
というわけで、オリジナルの記念日を作って、     
それにまつわるロープレをすると     
・・・５０～２００ｅｘ     

②    神様降臨！       
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名をすると！！       
・・・２５０ex　       
（空き状況の問い合わせをした場合の加算は２００ｅｘ）   

●通月特典の注意事項●       
・通月特典は６月中１度ずつの経験値加算となります。       
・通月特典をひとつのロープレで組み合わせることはできません。       
（ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回され、一つずつ申請された場合は両方加
算いたします）       
・下記『オイシイ期間替わり』とは組み合わせて申請することができますが       
１スポット１申請となります。       

【オイシイ期間替わり】       
・期間毎に特別経験値がつきます！       
特別経験値は各期間で一度だけ獲得できます。       
詳細は下記参照ください。       

★６月１日～６月７日         
シックス・センス！   
第六感を働かせた、あるいは鍛えるロープレをすると   
・・・５０～２００ex       

★６月８日～６月１４日         
ロック（６）な歌を唄おう！         
この期間にカラオケでロックな歌を唄うと         
・・・１００ｅｘ   

★６月１５日～６月２１日         
父の日！   
６月３週目の日曜日は父の日です。     
父の日にちなんで『親父』っぽいロープレをすると     
・・・５０～２００ex         

★６月２２日～６月３０日         
雨ニモマケズ！ 
・6/21までにこの期間のロープレ予約をしていると＋１００ｅｘ 
・ロープレ中雨が降ると雨の日特典＋１００ｅｘ 

・同一スポットを通月特典と期間替わり特典、また通常の経験値（利用系や申請スポット経験値
、平日特典など）   
のそれぞれに申請するということはＮＧとさせていただきます。       
一スポット一申請でよろしくお願い致します。     

■2016年５月期間限定経験値 



★通月特典★   
５月中のロープレに適用されます。   

①  五月病対策をしよう！   
森林浴や春の花を見に行きリラックスすると   
…５０～２００ex   
（内容によって変動）   

②  神様降臨！   
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名をすると！！   
・・・２５０ex　   
（空き状況の問い合わせをした場合の加算は２００ｅｘ） 

③遠征区・解放！   
遠征区域を解放をいたします！   
経験値によって解放区域が違いますので、下記参照くださいませ。   

●経験値が７０００未満の冒険者（冒険者登録済みのかた）●   
・アキバシティー外遠征の場所が、２３区内全域になります。   
（ただし目的地をご予約時もしくは受付時に要相談となりますことをご了承ください）   

●経験値が７０００以上、３３５００未満の冒険者●   
・大宮鉄道博物館　サンリオピューロランド   
・横浜コース―横浜駅・みなとみらい駅・中華街周辺となります。   
（日の出町、伊勢佐木町はＮＧ、その他要相談でお願い致します）   
・ららぽーと船橋、幕張メッセ、大慶園、千葉駅周辺。   
・さいたま新都心駅周辺   
・研究学園駅・つくば駅周辺   
・八景島シーパラダイス、東武動物公園。   

●経験値が３３５００以上、４８０００未満の冒険者●   
・アキバシティー外遠征コースの場所を一回だけリクエストできる権利。   
この権利は一度使うと無効となります。   
※既にこの権利を持っている方は、一つ増えることになりますが、当月中にご使用しない場合は
無効となります。   

●通月特典の注意事項●   
・通月特典①②は５月中１度ずつの経験値加算となります。   
・通月特典①②をひとつのロープレで組み合わせることはできません。   
（ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回され、一つずつ申請された場合は両方加
算いたします）   
・下記『オイシイ期間替わり』とは組み合わせて申請することができますが   
１スポット１申請となります。   

【オイシイ期間替わり】   
・期間毎に特別経験値がつきます！   
特別経験値は各期間で一度だけ獲得できます。   
詳細は下記参照ください。   

★５月１日～５月８日   
童心に返ろう！ 
ＧＷはこどもの楽園！   
大人としてはちょっとはずかしい子供っぽいことを   
ロープレに取り入れると   
・・・５０～２００ｅｘ   

★５月９日～５月１５日   
流行系スイーツを食べに行こう！   
巷の女子たちに人気のスイーツを食べに行くと 
・・・５０～２００ex   

★５月１６日～５月２２日   



冒険的なロープレをしよう！   
初体験なことやドキドキするロープレをすると   
…５０～２００ｅｘ   

★５月２３日～５月３１日   
５月を喰らう！   
春野菜＝たけのこ、春キャベツ、新ごぼう、新ジャガ、山菜などを使用した料理、   
旬な海の幸＝アジ、かつお、アオリイカ、ほたるいか、シロエビなどを使用した料理   
その他を5月が旬のグルメを食べると   
…５０～１５０ｅｘ 

・同一スポットを通月特典と期間替わり特典、また通常の経験値（利用系や申請スポット経験値
、平日特典など） 
のそれぞれに申請するということはＮＧとさせていただきます。   
一スポット一申請でよろしくお願い致します。   

■2016年４月期間限定経験値                 

同一スポットの申請を、         
期間限定経験値と通常の経験値（利用系や申請スポット経験値）との         
両方に申請することはＮＧとさせていただきます。         
一スポット一申請でよろしくお願い致します。         

【通月特典】                 
①　お花見をしよう！         
お花見あるいはピクニックでお食事を楽しむと       
・・・１００～２００ｅｘ（期間中一度だけの加算となります）                 
※内容によって経験値は変動します。         

②イースターを祝おう！ 
卵料理を食べると・・・１００ex 
うさぎが関係する場所に行くと・・・５０～１５０ex 
イースターのイベントへ行くと・・・１００～２００ex 

③神様降臨！               
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名すると！！

条件：割引券、ポイントカードを使用しないこと               
・・・２５０ex　               
（問い合わせや、ツイッター等で空き状況を確認した場合の加算は２００ｅｘ）       

●通月特典の注意事項●               
・通月特典①～③は4月中１度ずつの経験値加算となります。               
・通月特典①～③をひとつのロープレで組み合わせることはできません。               
（ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回され、一つずつ申請された場合は両方加
算いたします）               
・下記『オイシイ期間替わり』とは組み合わせて申請することができますが               
１スポット１申請となります。               

【オイシイ期間替わり】               
・期間毎に特別経験値がつきます！               
特別経験値は各期間で一度だけ獲得できます。               
詳細は下記参照ください。               

★４月１日～４月８日                 
春には春の歌を歌おう！                 



曲名や歌手名、グループ名に春、SPRINGなどが入った歌を歌うと                 
１００ex                 

☆４月９日～４月１５日                 
運動をしよう！         
スポッチャやそのほかスポーツ施設に行き運動を楽しむかまたはスポーツ観戦をすると         
・・・　５０～２００ex                 
※内容によって経験値は変動します。         

★４月１６日～４月２２日                 
新年度の諜報活動！         
【探索・潜入・調査】的なロープレをすると         
５０～２００ｅｘ         
※内容によって経験値は変動します。         

例）         
・新店のメイド喫茶を調査         
・入りづらいお店に潜入         
・未知なる領域を開拓、探索（男装や男の娘のカフェやゲテモノ料理）         
・都市伝説やうわさを検証         
・一部で話題になっていることなどの価値を検証         
５０～２００ｅｘ         
※内容によって経験値は変動します。         

☆４月２３日～４月３０日                 
昭和の日にちなんで         
昭和を感じさせるロープレをすると         
５０～２００ex                 
※内容によって経験値は変動します.     

以上となります。   

■３月期間限定経験値       

★通月特典★       
３月中のロープレに適用されます。       

①限定カフェ！   
期間限定（企画ものやコラボ）のカフェに行くと   
・・・５０～２００ex   

②春のにおいを感じよう！     
春を先取りしたなにかをすると   
・・・５０ｅｘ～２００ｅｘ   

③神様降臨！       
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名すると！！       
条件：割引券、ポイントカードを使用しないこと       
・・・２５０ex　       
（問い合わせや、ツイッター等で空き状況を確認した場合の加算は２００ｅｘ）       

●通月特典の注意事項●       
・通月特典①～③は１月中１度ずつの経験値加算となります。       
・通月特典①～③をひとつのロープレで組み合わせることはできません。       
（ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回され、一つずつ申請された場合は両方加
算いたします）       



・下記『オイシイ期間替わり』とは組み合わせて申請することができますが       
１スポット１申請となります。       

【オイシイ期間替わり】       
・期間毎に特別経験値がつきます！       
特別経験値は各期間で一度だけ獲得できます。       
詳細は下記参照ください。       

★３月１日～３月７日       
ひな祭り！   
女の子の節句にちなんで   
女子力高めなスポットに行くと・・・５０～１５０ｅｘ   

★３月８日～３月１４日       
ホワイトデー週間！   
・ホワイトデーのお返しをする   
・もらってないけどなぜかお返しをする   
・ホワイトデー企画メニューを食す   
いずれかをすると   
・・・５０～１５０ｅｘ   

★３月１５日～３月２１日       
卒業ソング！   
卒業シーズン、ということで、「卒業」にちなんだ曲や   
卒業式の定番曲をカラオケで歌うと   
・・・１００ex   

★３月２２日～３月３１日       
セルフ・ミッション！   
年度の終わり月、やり残していることはありませんか？   
やり残していると思うことをやり遂げられたら   
・・・５０～２００ex　   

以上となります。       

期間限定経験値をがっつりゲットしましょう！ 

■2月期間限定経験値   

★通月特典★   
2月中のロープレに適用されます。   

①ザ・日本人！ 
①　建国記念の日にちなんで   
日本人らしいことをすると   
内容によって・・・５０～２００ex   

②わかってるぅ～！ 
お誘いしたエクリーズの特に好きなこと＆ものを   
ロープレに取り入れたら   
内容によって・・・５０～２００ex   

③神様降臨！   
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名すると！！   
条件：割引券、ポイントカードを使用しないこと   
・・・２５０ex　   



（問い合わせや、ツイッター等で空き状況を確認した場合の加算は２００ｅｘ）   

●通月特典の注意事項●   
・通月特典①～③は１月中１度ずつの経験値加算となります。   
・通月特典①～③をひとつのロープレで組み合わせることはできません。   
（ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回され、一つずつ申請された場合は両方加
算いたします）   
・下記『オイシイ期間替わり』とは組み合わせて申請することができますが   
１スポット１申請となります。   

【オイシイ期間替わり】   
・期間毎に特別経験値がつきます！   
特別経験値は各期間で一度だけ獲得できます。   
詳細は下記参照ください。   

★２月１日～２月７日   
鍋料理をたべよう！ 
この期間に鍋料理であったまると   
・・・５０～１５０ｅｘ   
３日の日に限りに豆と恵方巻を食べると   
・・・２００ex   
※ただし、豆はエクリーズが１８粒、冒険者様は年の数だけ食べ、   
恵方巻きは２人で『南南東』を向いて食べること。   

★２月８日～２月１４日   
②バレンタイン！   
この期間にバレンタイン企画メニューを食すると   
・・・５０～１５０ｅｘ   

★２月１５日～２月２１日   
雪にちなんだ歌を歌おう！   
（雪、スノーなどがタイトルにある歌）   
・・・１５０ex   

★２月２２日～２月２８日   
ライブで盛り上がろう！   
ロープレでＬＩＶＥパフォーマンスがあるお店を利用すると   
・・・１００～２５０ex   

以上となります。   

期間限定経験値をがっつりゲットしましょう！ 

■2016年１月期間限定経験値   

★通月特典★   
１月中のロープレに適用されます。   

①初詣に行っておみくじを引こう！ 
運試し、どうせなら楽しみましょう。   
冒険者様の引いたおみくじによって以下のようになります！   

・大吉・・・２００ex　＋　エクリーズにも２００ex   
・吉・・・１５０ex   
・中吉・・・１００ex   
・小吉・・・５０ex   
・末吉・・・２０ex   



・凶・・・１００df   
・大凶・・・２００df　＋　エクリーズにも２００df！   

※申請は月内でお選びいただいて結構ですが、おみくじを引くのは１日１回でお願い致します。

②お正月っぽいことをしよう！ 
正月が終わっても、あえて   
凧揚げ、羽子板、歌留多、百人一首、福笑い、双六、独楽回し、   
書初め、年賀状交換、甘酒、お餅を食べる、   
のどれかをすると・・・   
＝１００～２００ex   
※内容や種類、数によって変わります。   

③神様降臨！   
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名すると！！   
条件：割引券、ポイントカードを使用しないこと   
・・・２５０ex　   
（問い合わせや、ツイッター等で空き状況を確認した場合の加算は２００ｅｘ）   

④【遠征区・解放】   

先月に引き続き、遠征区域を解放をいたします！初詣等、お役立てくださいませ。   
経験値によって解放区域が違いますので、下記参照くださいませ。   

★経験値が１０００未満の冒険者★   
・サブカル都市遠征コースにエクリーズと１対１で行く権利が得られます！   
※コースは常設コースのみです。   

★経験値が１０００以上、７０００未満の冒険者★   
・アキバシティー外遠征コースの場所が、２３区内全域になります。   
（ただし目的地をご予約時もしくは受付時に要相談となりますことをご了承ください）   

★経験値が７０００以上、４６０００未満の冒険者★   
・大宮鉄道博物館  サンリオピューロランド   
・横浜コース―横浜駅・みなとみらい駅・中華街周辺となります。   
（日の出町、伊勢佐木町はＮＧ、その他要相談でお願い致します）   
・ららぽーと船橋、幕張メッセ、大慶園、千葉駅周辺。   
・さいたま新都心駅周辺   
・研究学園駅・つくば駅周辺   
・八景島シーパラダイス、東武動物公園。   

★経験値が４６０００以上、４８０００未満の冒険者★   
・アキバシティー外遠征コースの場所を一回だけリクエストできる権利。   
この権利は一度使うと無効となります。   
※既にこの権利を持っている方は、一つ増えることになりますが、当月中にご使用しない場合は
無効となります。   

★経験値が４８０００以上（天使界）の冒険者★   
期間中、遠征コースの場所をリクエストできる権利の回数に制限がなくなります。   

●通月特典の注意事項●   



・通月特典①～③は１月中１度ずつの経験値加算となります。   
・通月特典①～③をひとつのロープレで組み合わせることはできません。   
（ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回され、一つずつ申請された場合は両方加
算いたします）   
・下記『オイシイ期間替わり』とは組み合わせて申請することができますが   
１スポット１申請となります。   

【オイシイ期間替わり】   
・期間毎に特別経験値がつきます！   
特別経験値は各期間で一度だけ獲得できます。   
詳細は下記参照ください。   

★１月４日～１月１０日   
ロープレ初め！ 
この期間に１２０分以上のロープレをすると・・・   
ロープレ納め経験値２００ｅｘをゲットできます！   
※ポイントカードおよび割引券を使用した場合はその分を引いた時間が１２０分以上で   
あることが条件となります。   
※１日に複数回あるいは複数人とロープレをした場合も２００ｅｘのみとなります。   
※神様降臨と合わせて申請することができません。 

★１月１１日～１月１７日   
②新年会をしよう！   
エクリーズと２０１６年ロープレの展望を語りながらお食事を楽しむと・・・   
＝１５０～２００ｅｘ   

★１月１８日～１月２４日   
冒険者orエクリーズの出身地のご当地グルメを食べると・・・   
５０～２００ex   

★１月２５日～１月３１日   
ウィンターソングを歌おう！   
この期間にカラオケに行き冬にまつわる歌を歌うと…   
２００ex   

※全画像はイメージです。 
・同一スポットを通月特典、期間替わり特典、通常の経験値（利用系や申請スポット経験値） 
のそれぞれに申請するということはＮＧとさせていただきます。   
一スポット一申請でよろしくお願い致します。   

以上となります。   

期間限定経験値をがっつりゲットしましょう！   

■2015年１２月期間限定経験値  ☆師走ＤＸ☆         



◆        概要        ◆           

【通月特典】       
１２月中のロープレに適用されます。               

①        紅葉散策！        ※１２月１日～１２月１３日       
紅葉の見ごろが続きますので先月に引き続き１４日まで延長です！       
紅葉散策に行くと・・・       
５０～２００ex       
（月一回の加算となります）       

②忘年会をしよう！       
エクリーズと今年を振り返りながらお食事を楽しむと・・・       
５０～１５０ｅｘ   
（月一回の加算となります）       

③    イルミネーションを楽しもう！       
綺麗なイルミネーションを見に行くと・・・       
５０～２００ｅｘ   
（月一回の加算となります）   

④神様降臨！               
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名すると！！       
条件：割引券、ポイントカードを使用しないこと               
・・・２５０ex　               
（問い合わせや、ツイッター等で空き状況を確認した場合の加算は２００ｅｘ）   

⑤もういくつ寝ると２０１６年！       
来年１月の予約を１２月中にすると・・・   
通常予約ポイントとは別にプラス１００ex加算です！       

※各エクリーズの出勤予定はお問合せください。       
※ご予約は１ヶ月以内の範囲です。1/31のご予約は12/30に可能です。       
※一日のご予約ごとに加算されます。３日分入れましたら３回つきます。       
※同じ日に複数（回数および人数）のご予約を入れた場合、加算は２００exとなります。   
※ご予約されたロープレ後の申請時に加算となります。経験値申請の際に「期間限定予約」と申
請ください。   

⑥遠征区・部分解放！       
師走を楽しむ！ということで遠征区域を部分的に解放いたします！       
経験値によって解放区域が違いますので、下記参照くださいませ。       

★経験値が１０００未満の冒険者★       
・サブカル都市遠征コースにエクリーズと１対１で行く権利が得られます！       
※コースは常設コースのみです。       

★経験値が１０００以上、７０００未満の冒険者★       
・アキバシティー外遠征コースの場所が、２３区内全域になります。       
（ただし目的地をご予約時もしくは受付時に要相談となりますことをご了承ください）

★経験値が７０００以上、４６０００未満の冒険者★       
・大宮鉄道博物館        サンリオピューロランド       
・横浜コース―横浜駅・みなとみらい駅・中華街周辺となります。       
（日の出町、伊勢佐木町はＮＧ、その他要相談でお願い致します）       
・ららぽーと船橋、幕張メッセ、大慶園、千葉駅周辺。       
・さいたま新都心駅周辺       
・研究学園駅・つくば駅周辺       
・八景島シーパラダイス、東武動物公園。       

★経験値が４６０００以上、４８０００未満の冒険者★       
・アキバシティー外遠征コースの場所を一回だけリクエストできる権利。       
この権利は一度使うと無効となります。       



※既にこの権利を持っている方は、一つ増えることになりますが、当月中にご使用しない場合は
無効となります。       

★経験値が４８０００以上（天使界）の冒険者★       
期間中、遠征コースの場所をリクエストできる権利の回数に制限がなくなります。       

●通月特典の注意事項●   
・通月特典①～④は１２月中１度ずつの経験値加算となります。         
・通月特典  ⑤⑥の制限はありません。                                             
・通月特典①～④をひとつのロープレで組み合わせることはできません。

（ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回され、一つずつ申請された場合は両方加
算いたします）                                                               
・下記『オイシイ期間替わり』とは組み合わせて申請することができますが 
１スポット１申請となります。                       

【オイシイ期間替わり】       
・期間毎に特別経験値がつきます！       
特別経験値は各期間で一度だけ獲得できます。       

★１２月１日～１２月７日       
鍋料理で暖まろう！       
この週に鍋料理を食べると・・・       
１００～２００ｅｘ   

★１２月８日～１２月１４日       
来年の抱負を書いて交換！       
来年こそは・・・       
来年の抱負や希望を書いてエクリーズと交換すると・・・       
１００ｅｘ       

★１２月１５日～１２月２５日       
ザ・クリスマス！       
この期間に   
・クリスマス限定イベントに行く   
・カラオケでクリスマスソングを歌う   
５０～２００ｅｘ   

★１２月２６日～１２月３０日       
ロープレ納め！！   
この期間に１２０分以上のロープレをすると・・・   
ロープレ納め経験値２００ｅｘをゲットできます！ 
※ポイントカードおよび割引券を使用した場合はその分を引いた時間が１２０分以上で 
あることが条件となります。 
※１日に複数回あるいは複数人とロープレをした場合も２００ｅｘのみとなります。   

・同一スポットを通月特典、期間替わり特典、通常の経験値（利用系や申請スポット経験値） 
のそれぞれに申請するということはＮＧとさせていただきます。       
一スポット一申請でよろしくお願い致します。   

以上となります。       

期間限定経験値をがっつりゲットしましょう！       

■2015年１１月期間限定経験値   
【通月特典】   
１１月中のロープレに適用されます。       

①神様降臨！       



予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名すると！！   
条件：割引券、ポイントカードを使用しないこと       
・・・２５０ex　       
（問い合わせや、ツイッター等で空き状況を確認した場合の加算は２００ｅｘ） 

②      紅葉を見にいこう！   
この期間に遠征で紅葉を見に行くと・・・   
＝１００～２００ex   
（期間中１回）   
※庭園や公園等。   

※通月特典は１１月中１度ずつの経験値加算となります。       
※通月特典をひとつのロープレで組み合わせることはできません。       
ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回された場合の申請は両方加算いたします。

※下記『オイシイ週替わり』とは１ロープレ中で組み合わせることができます。 

【オイシイ期間替わり】   
・期間毎に特別経験値がつきます！   
各期間の経験値獲得は１度だけです。   

★１１月１日～１１月１０日   
文化の日！芸術の秋！   
期間中美術館やアートな催し、映画を見に行くと・・・   
（期間中１回）   
＝１００～２００ex   

★１１月１１日～１１月１８日   
“１１＝イレブン＝サッカー”ということで！   
サッカーや、サッカーアニメに関係する曲を歌うと   
１００ex   

★１１月１９日～１１月２３日   
ザ・解禁！！ 
この週にボジョレー・ヌーヴォーまたは「ひやおろし」を飲む 
あるいはズワイガニ（越前ガニ）を食べると 
１００ex～１５０ｅｘ 

★１１月２４日～１１月３０日   
食欲の秋！鍋料理を食べよう！   
この週に鍋料理を食すと   
１００ex  ～１５０ｅｘ 
（期間中１回）   

※同一スポットを、       
期間限定経験値と通常の経験値（利用系や申請スポット経験値       
との両方に申請することはＮＧとさせていただきます。       
一スポット一申請でよろしくお願い致します。 

■2015年１０月期間限定経験値     

【通月特典】   
１０月中のロープレに適用されます。   

①神様降臨！   
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名すると！！ 
条件：割引券、ポイントカードを使用しないこと   
・・・２５０ex　   
（問い合わせや、ツイッター等で空き状況を確認した場合の加算は２００ｅｘ）   



②１０連チャレンジ！   
エクリーズと協力して１０回連続で何かをすると・・・   
・・・５０～２００ex   

例：   
ガチャポンを１０回連続でする   
エクリーズに１０回連続じゃんけんで勝つ（ｏｒ負ける）   
カラオケで１０回連続アニソンを歌う   
回転寿司で１０回連続軍艦系を食べる   

※通月特典は１０月中１度ずつの経験値加算となります。   
※通月特典をひとつのロープレで組み合わせることはできません。   
ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回された場合の申請は両方加算いたします。

※下記『オイシイ週替わり』とは１ロープレ中で組み合わせることができます。   

【オイシイ期間替わり】   
・期間毎に特別経験値がございます！   
特別経験値は各期間で一度だけ獲得できます。 

☆１０月１日～１０月８日   
１０テンカラ！   
１０年前の２００５年に流行った歌、２００５年の思い出の歌をカラオケで歌うと・・・   
＝１００ｅｘ   

☆１０月９日～１０月１６日   
スポーツの秋！芸術の秋！   
スポーツ観戦、スポッチャなどで運動をすると…   
美術館やアートなイベントへに行くと・・・   
＝５０～２００ex   

☆１０月１７日～１０月２４日   
秋を食べよう！ 
秋刀魚、牡蠣、柿、松茸、栗、銀杏、キノコ   
上記の秋の味覚を食すと・・・   
＝５０～２００ex   
※品数、種類、場所等によって変動します。   

☆１０月２５日～１０月３１日   
ザ・ハロウィン！   
①  ハロウィン限定メニューを食すと   
・・・１００ex   
②ハロウィンイベントに行くと   
・・・１００  ～２００ｅｘ 
③『Happy  Halloween！』  ※３１日のみです   
A．ロープレにて『Trick  or
Treat?』と言われたときにお菓子（小さなものでお願いします）を渡すと 
・・・１５０ex   
B．ロープレ中、チラシ配布エクリーズと遭遇し『Trick  or  Treat?』と言われたときにお菓子 
（小さなものでお願いします）を渡すと 
・・・２００ex   
A,Bどちらかの加算となります。 

①②③のいずれかで期間中１度のみ加算です。   



※同一スポットを、   
期間限定経験値と通常の経験値（利用系や申請スポット経験値   
との両方に申請することはＮＧとさせていただきます。   
一スポット一申請でよろしくお願い致します。   

■2015年９月期間限定経験値       

【通月特典】       

①【ザ・秋分！】   
秋分を過ぎるとだんだん夜がながくなってきますね。   
夜景の綺麗な場所へいくと・・・   
１００～２００ｅｘ   

②【神様降臨！  】               
予約無しで当日颯爽と受付に降臨し１２０分コース以上でエクリーズを指名すると！！
（１００分券は使用できません）           
・・・２５０ex　               
（空き状況の問い合わせや確認をした場合の加算は２００ｅｘ）   

※通月特典は9月中１度ずつの経験値加算となります。       
※通月特典をひとつのロープレで組み合わせることはできません。       
ただし、１日のうちで１８０分以上のロープレを２回された場合の申請は両方加算いたします。

※下記『オイシイ週替わり』とは１ロープレ中で組み合わせることができます。       

【オイシイ期間替わり】       
・期間毎に特別経験値がございます！       
特別経験値は各期間で一度だけ獲得できます。       

☆９月１日～９月８日       
いつでもティータイム！！   
期間限定の企画カフェに行くと・・・   
・・・５０～２００ex       

☆９月９日～９月１６日       
“ザ・ナイン”！！   
ナイン、９、Septemberがつく曲をカラオケを歌うと・・・  １００ｅｘ
野球観戦（２００ex）や野球に関係することをすると・・・  ５０～２００ｅｘ 
ビリヤードナインボールをすると・・・  １００ｅｘ 

★９月１７日～９月２４日       
動物大好き！   
9月20日から26日は動物愛護習慣だとのこと       
動物が関係するロープレをすると・・・   
５０～２００ex       

★９月２５日～９月３０日       
お月見ウェーク！   
９月２７日はお月見。お月見にちなんだメニューを食すと・・・   
・・・５０～１５０ex       
（２７日にお月見をすると１５０ｅｘ） 

※同一スポットを、               
期間限定経験値と通常の経験値（利用系や申請スポット経験値               
との両方に申請することはＮＧとさせていただきます。               
一スポット一申請でよろしくお願い致します。     
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