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ブラウザだけで遊べる、究極のながら MMORPG「ラカトニア」 

テスター応募が大好評につきサーバ増設決定！追加 2,000 名様のテスター募集を決定！ 

クローズドβテストのスケジュールは 2011 年 7 月 13 日(水)18:00 開始！ 

 

 株式会社エンタークルーズ（本社：東京都台東区、代表取締役：金 明均、以下エンタークル

ーズ）は、ブラウザだけで遊べる、究極のながら MMORPG「ラカトニア」につきまして、クロー

ズドβテストへの応募者数が大好評につき、本日 7月 6日 19:00 より 2,000 名様のテスター追加

募集を開始いたしましたのでご報告いたします。 

 なおクローズドβテストのスケジュールは 2011 年 7 月 13 日(水)18:00 より開始いたします。 

 

ブラウザだけで遊べる！究極のながら MMORPG『ラカトニア』 

クローズドβテスター2000 名様追加募集開始！ 

クローズドβテストは 2011 年 7 月 13 日(水)18:00～ 

http://lakatonia.entercrews.com/ 

 
 

■ダウンロード・インストール不要のファンタジーMMORPG！ 

 究極のながら MMORPG『ラカトニア』 

 『ラカトニア』は、ソフトのインストールなどが不要で、インターネットブラウザだけで遊

べる MMORPG(多人数同時参加型ロールプレイングゲーム)です。ゲームシステム自体は本格派

の MMORPG ですが、ブラウザゲームならではのサポートシステムが用意されているので、他の

ことをしながら遊ぶのにも最適！インターネットさえ繋がっていれば、「怒られない程度に仕

事しながら」、「家事しながら」、「テレビを見ながら」、 自由な時間に遊べます！ 
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■大好評！？サーバー増設につき、テスター追加募集決定！ 

クローズドβテストのテスター募集数は総合 12,000 名様！ 

 6 月 23 日から 7月 5日まで募集しておりました、「ラカトニア」クローズドβテストのテス

ター募集につきまして、募集数を上回る応募を頂きました！応募頂いた皆様ありがとうござい

ます！これにより、今回のクローズドβテストでは、複数のサーバーを用意してのテストを実

施する事に決定いたしました。 

 

 つきましては、本日 7月 6日(木)19:00 より追加で 2000 名様のテスター募集を行います。 

 本当にブラウザだけで動くのか？本当に“ながら”プレイができるのか？と疑問をお持ちの

方はもちろん、テストに積極的にご参加いただける方、ご意見をいただける方、いち早くゲー

ムに触れたい方など、ぜひ「ラカトニア」クローズドβテストにご参加くださいます様お願い

申し上げます。 

 

 

 ▼テスター追加募集期間 

  2011 年 7 月 6 日(木)19:00 ～ 2011 年 7月 10 日(日)23:59 まで 

 ▼募集人数 

  追加募集数：2,000 名様 

  総合計 12,000 名様（応募人数多数の場合は抽選とさせて頂きます。） 

 ▼応募フォーム 

  http://lakatonia.entercrews.com/ 

 ▼当選案内 

  2011 年 7 月 11 日(月)にエンタークルーズ会員登録時にご登録頂いた 

  メールアドレス宛までご連絡させて頂きます。 

  ※なお、7月 5日(火)までご応募頂いております方につきましては、 

   本日 7月 6日ご連絡させて頂いておりますので、7月 11 日にはご連絡いたしません。 

   ご了承お願いいたします。 

 ▼参加特典 

  ささやかではございますが、クローズドβテストにご応募いただいた方には、 

  正式サービス時に参加特典をプレゼントさせて頂きます。 

  ※配布時期や内容につきましては、後日公式サイトにて発表いたします。 

 

 ※テスター応募にはエンタークルーズの会員登録が必要となります。 

 ※当選の発表は、当選案内メールの発送をもって代えさせて頂きます。 

 ※本テストバージョンはテスト段階のバージョンとなります。 
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 ※本テストでプレイ頂いたキャラクターデータは次回テスト及び正式サービスへは引き継がれません。 

  （ログイン ID はそのままご利用頂けます） 

 

 

 

■クローズドβテストスケジュール発表！ 

 2011 年 7 月 13 日(水)18:00 よりクローズドβテスト開始！ 

「ラカトニア」クローズドβテストは 2011 年 7月 13 日(水)18:00 より開始いたします。 

上記にも書きました通り、クローズドβテストでは、複数サーバーでのテストを実施いたしま

す。 

 

■ラカトニア Twitter、Facebook 限定イベント！ 

 ラカトニアに質問したい 100 の事！ 

 質問者に抽選で総額 10 万円の ECP をプレゼント！ 

まだゲームガイドをご紹介していない「ラカトニア」ですが、クローズドβテスト応募者様も、

閲覧者様も「ラカトニア」について分からないこと、知りたいことが多々ある事かと存じます。 

そこで、ラカトニアの Twitter と、ラカトニア Facebook ページにおきまして、「ラカトニアに

質問したい 100 の事！」イベントを開催いたします！ 

「ラカトニアってどういうゲーム？」「●●の様なシステムってあるの？」「面白いの？」「ど

のブラウザで遊べる？」などなど、ラカトニアについて知りたい事をご質問ください。 

 質問頂いた方の中から抽選で 100 名様に、エンタークルーズのゲームでアイテム購入のでき

る仮想通貨「ECP」を 1,000 分、総額 10 万円分プレゼントいたします！ 

 

 ▼イベント内容 

  「ラカトニア」について知りたいこと、聞きたいことを Twitter や Facebook で 

  質問してください！ご質問頂いた方の中から、抽選で 100 名様にエンタークルーズの 

  ゲームで使用できる仮想通貨 ECP1,000 円分をプレゼントいたします！ 

 ▼イベント期間 

  2011 年 7 月 6 日(水)19:00 ～ 2011 年 7月 12 日(火)12:00 まで 

 ▼イベント開催場所と参加方法 

  ラカトニア Twitter：http://twitter.com/Lakatonia 

   ラカトニアの Twitter をフォローして、ラカトニアに聞きたいこと、知りたいことを 

   ご自由につぶやいてください！ 

   ご質問頂いたつぶやきにつきましては、随時ご返答させて頂きます！ 

   ※つぶやく際には必ずハッシュタグ「 #nagaraRPG 」を文章の最後に入れてください。 

  ラカトニア Facebook ページ：https://www.facebook.com/Lakatonia.WebMMORPG 
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   ラカトニア Facebook ページで「いいね！」を押して、ラカトニア Facebook ページ内の 

   ウォールへラカトニアに聞きたいこと、知りたいことを投稿してください。 

 ▼100 名様へプレゼント 

  ご質問頂いた方の中から抽選で 100 名様に ECP1,000 円分、 

  総額 10 万円分の ECP をプレゼントいたします！ 

  プレゼントの当選方法は、フォロー及びご質問頂いた Twitter、Facebook へと 

  ご連絡させて頂き、その後エンタークルーズのお問い合わせよりプレゼントを 

  させて頂きます。 

  ※プレゼントを受け取るにはエンタークルーズの会員登録が必要となります。 

 

 

  ラカトニア Twitter：http://twitter.com/Lakatonia 

  ラカトニア Facebook ページ：https://www.facebook.com/Lakatonia.WebMMORPG 

 

クローズドβテストに参加して、サービス開始時に役に立つ特典を手に入れよう！ 

満員御礼！追加募集ページはこちら→ http://lakatonia.entercrews.com/ 
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株式会社エンタークルーズについて 

【会社概要】 

会社名  ： 株式会社エンタークルーズ 

英文社名  ： EnterCrews CO., LTD. 

本社所在地 ： 東京都台東区松が谷 1-4-4 中央スカイビル 3F 

代表取締役 ： 金 明均 

WEB  Site ： http://www.entercrews.co.jp/ 

エンタークルーズ ： http://www.entercrews.com/ 

株式会社エンタークルーズは、インターネット上の仮想社会（オンラインゲーム）をユーザーの

皆さんと一緒に作り上げ、その社会を楽しく体験できるようにサポートしたいと思います。 

今後も優良なタイトルの確保とサービスを通じて、国内 No1 ブラウザゲームポータルサイトをサ

ービスできるように、鋭意進めて参ります。 
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【本リリースに関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先】 

株式会社エンタークルーズ  佐々木 

東京都台東区松が谷 1-4-4 中央スカイビル 3F 

TEL 03-5246-5300 FAX 03-5246-5301 

E-mail：pr@entercrews.com 

 


