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「アルテイルネット（
アルテイルネット（Alteil.Net）
Alteil.Net）」×「初音ミク
初音ミク」
ミク」
豪華イラストレーター
豪華イラストレーター陣
イラストレーター陣が描いた「
いた「初音ミク
初音ミク」
ミク」がもらえる！
もらえる！
オンラインゲームの開発・運営を行う株式会社ゲームポット（東京都品川区、代表取締役社長：植田修
平、以下ゲームポット）は、現在サービス中のオンラインカードゲームコミュニティ「Alteil.Net」（以下「アル
テイルネット」）にて、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤
博之、以下 CFM）が所有する人気キャラクター「初音ミク」とコラボレーションイベントを本日 10 月 17 日
(月)定期メンテナンス終了後より開催いたしました。

(C)CFM
本イベントでは、人気キャラクター「初音ミク」が、「とある魔術の禁書目録」で有名な「はいむらきよた
か」氏をはじめとした 15 人の豪華イラストレーター陣によって描かれ、カードとして登場いたします！
さらに、特製「初音ミク」アバターも登場いたしますので、プレイヤー自身の外見を「初音ミク」風にする
ことも可能となっております。
また、ケータイ総合ポータルサイト「Mobage （以下、「モバゲー」）（URL：http://mbga.jp）」にて提供中
のソーシャルゲーム「アルテイル バトル RPG」との連動企画もあり、「アルテイルネット」と「初音ミク」を
存分に楽しんで頂ける機会となっております。
全部で 7 つのイベントを用意しておりますので、皆さまふるってご参加ください！

豪華イラストレーター
豪華イラストレーター陣
イラストレーター陣の描いた初音
いた初音ミクが
初音ミクが登場
ミクが登場！
登場！

【コラボレーションイベント詳細
コラボレーションイベント詳細】
詳細】
■その 1
新規登録で
新規登録で初音ミクアバター
初音ミクアバター＆
ミクアバター＆カードを
カードを全員へ
全員へプレゼント！
プレゼント！
期間中、新規登録を行った方へ、初音ミクコラボレーションカード「振う盤剣の歌い手」3 枚と、
「初音ミクアバター」（本体）をプレゼントいたします！

「振う盤剣の歌い手」

「初音ミクアバター」

【カード入手可能期間】
【アバター入手可能期間】

2011 年 10 月 17 日（月）～2011 年 11 月 13 日（日）
2011 年 10 月 17 日（月）～2011 年 11 月 14 日（月）

※既に「アルテイルネット」をプレイされている方も、特設ページから「振う盤剣の歌い手」を
獲得することが可能です。
※「初音ミクアバター」はショップ内でも販売しています。
※入手方法詳細は、特設ページ（http://www.alteil.jp/campaign/111017_miku.php）をご覧ください。

■その 2
「1 日 1 回ミクじ
ミクじ」！
期間中、1 日 1 回くじがパワーアップ！一挙に 3 枚ゲットできます！
さらに！その中の 1 枚は、必ず初音ミクコラボレーションカード「振う盤剣の歌い手」となります！
この機会に毎日バトルをして、カードをいっぱいゲットしましょう！

【開催期間】 2011 年 10 月 17 日（月）～2011 年 11 月 14 日（月）

■その 3
複製原画プレゼント
複製原画プレゼント！
プレゼント！
期間中、コラボレーション商品「初音ミクくじ」、「初音ミクボックス」をご購入頂いたお客様から、
抽選で 20 名様にコラボレーションイラストを使用した複製原画 1 枚をプレゼント！

※複製原画のイラストは選べません。あらかじめご了承ください。
※当選した方へは、11 月下旬にメールにてご案内致します。当選発表はメールの発送をもって代えさせ
て頂きます。

【開催期間】 2011 年 10 月 17 日（月）～ 2011 年 11 月 14 日（月）

■その 4
期間限定！
期間限定！コラボレーションカード封入商品
コラボレーションカード封入商品！
封入商品！
期間中、初音ミクコラボレーションカードが封入された 6 つの商品を販売します！
各カードは「アルテイル 2」、「アルテイル」、「ラヴァートヒーローズ」の 3 ゲームにて使用可能です。
ボックスには購入特典カードもついておりますので、お見逃しなく！！

・「
「初音ミク
初音ミクくじ
ミクくじ」
くじ」（1 枚入り/90 グラン）
初音ミクコラボレーションカード（全 12 種）の中から
ランダムで選ばれた 1 枚が出現します。

・「
「初音ミク
初音ミクスペシャルボックス
ミクスペシャルボックス」
スペシャルボックス」（39 枚入り/6,000 グラン）
コラボレーションカードをコンプリートできる商品です。
全 12 種のカードがそれぞれ 3 枚封入されています。
さらに、ボックス購入特典として
コラボレーションカード「弾ける音祭」を 3 枚プレゼント！
▲「弾ける音祭」
・「
「初音ミク
初音ミクパック
ミクパック【
パック【リフェス】
リフェス】」（3 枚入り/500 グラン）
コラボレーションカードのうち、リフェス神族のカードが 3 種類 1 枚ずつ封入されています

・「
「初音ミク
初音ミクパック
ミクパック【
パック【ローティア】
ローティア】」（3 枚入り/500 グラン）
コラボレーションカードのうち、ローティア神族のカードが 3 種類 1 枚ずつ封入されています

・「
「初音ミク
初音ミクパック
ミクパック【
パック【ゴウエン】
ゴウエン】」（3 枚入り/500 グラン）
コラボレーションカードのうち、ゴウエン神族のカードが 3 種類 1 枚ずつ封入されています

・「
「初音ミク
初音ミクパック
ミクパック【
パック【ファルカウ】
ファルカウ】」（3 枚入り/500 グラン）
コラボレーションカードのうち、ファルカウ神族のカードが 3 種類 1 枚ずつ封入されています

※商品から出現する全 12 種のカードには、「振う盤剣の歌い手」、「弾ける音祭」、「竜笛の姫君」は
含まれておりませんのでご注意ください。

【販売期間】 2011 年 10 月 17 日（月）～2011 年 11 月 14 日（月）

■その 5
初音ミクアバター
初音ミクアバター販売
ミクアバター販売！
販売！
期間中、ショップにて初音ミクコラボレーションアバターを販売します！
全部集めると、あなたも初音ミクになれるかも！？

▲背景アバター

▲本体アバター

▲武器アバター

▲サポーターアバター

ステージ

初音ミク

マイク

ちびみく

【500 グラン】

【500 グラン】

【300 グラン】

【500 グラン】

【販売期間】 2011 年 10 月 17 日（月）～2011 年 11 月 14 日（月）

■その 6
モバイル連動企画
モバイル連動企画
モバイル版アルテイル「アルテイル バトル RPG」で初音ミクコラボレーションカード「竜笛の姫君」の
シリアルを公開中！ モバイル連動企画でしか手に入らない限定カードです！
モバイル版アルテイルをまだプレイしたことのない人は、プレイしてシリアルをゲットしましょう！
アクセスは、下の QR コードから！（「モバゲー」に未登録の方は、「モバゲー」に登録後、下の QR コ
ードを読み取りください。）

▲「竜笛の歌姫」

【シリアル配布期間】 2011 年 10 月 17 日（月）～2011 年 11 月 9 日（水）

■その 7
ナポレオンでも
ナポレオンでも「
でも「初音ミク
初音ミク」！
ミク」！
期間中、「アルテイルネット内」のゲーム「ナポレオン」の背景が、「初音ミク」の画像になります！！
この機会に、ぜひ「ナポレオン」をプレイしてみてください！

※ナポレオンとは
「ナポレオン」とは 5 人で遊ぶトランプゲームです。
独自の得点システムに加え、一定の条件を満たした時のみ
見ることが出来るカットイン画像など、トランプゲームのライトな味わいと
アルテイルの世界観を同時に楽しめる仕上がりとなっております。

【開催期間】 2011 年 10 月 17 日（月）～2011 年 11 月 14 日（月）

【アルテイルネットについて】
アルテイルネットについて】
2006 年 11 月からサービス開始を行い 75 万人の会員 ID を有する「アルテイルネット」※では、現在『アルテ
イルⅡ ～銀陽帝大戦』（2008 年11 月～）、『アルテイル ～神々の世界『ラヴァート』年代記』（2004 年7 月～）、
『ラヴァートヒーローズ』（2007 年5 月）、『ナポレオン ～ラヴァート大決戦』（2008 年3 月）、『アルテイル神経衰
弱 ミラージュマスター』（2007 年 2 月）の 5 つのカードゲームを配信しており、無料会員登録を行うだけですぐ
にお楽しみいただけます。
また、アルテイルネットはフラッシュプレイヤー（ Adobe Flash Player ）を用いて遊ぶことが出来る、国産オ
ンラインカードゲームコミュニティとしての地位を確立しており、ダウンロードすることなくすぐにお楽しみ頂け
ることが最大の特徴となっております。
※2006 年 11 月よりアルテイルは「アルテイルネット」に統合

■アルテイル コンテンツ公式
コンテンツ公式 WEB サイト
・アルテイルネット公式ページ
http://www.alteil.jp/top.php?release
・アルテイルⅡ ～銀陽帝大戦 公式ページ
http://www.alteil.jp/alteil2/
・アルテイル ～神々の世界『ラヴァート』年代記 公式ページ
http://www.alteil.jp/alteil/
・ラヴァートヒーローズ公式ページ
http://www.alteil.jp/04_heros/
・ナポレオン ～ラヴァート大決戦 公式ページ
http://www.alteil.jp/05_napoleon/
・アルテイル神経衰弱 ミラージュマスター公式ページ
http://www.alteil.jp/03_mirage/
・アルテイルネットグッズ公式通販サイト コアダイレクト
http://www.core-direct.jp/
・ゲーム名称
・ゲーム名称
正式名称：オンラインカードゲームコミュニティ「Alteil.Net」（アルテイルネット）
オンラインコレクションカードゲーム「アルテイルⅡ ～銀陽帝大戦」
オンラインコレクションカードゲーム「アルテイル ～神々の世界『ラヴァート』年代記」
オンラインカジュアルカードゲーム「ナポレオン ～ラヴァート大決戦」
オンラインコレクションカードゲーム「ラヴァートヒーローズ」
アルテイル神経衰弱「ミラージュマスター」
・正式サービス
正式サービス概要
サービス概要
利用料金：月額無料 カード購入時 1 枚 10 グランより（グラン＝ゲーム内通貨、1 グラン＝1 円）
■動作環境
Internet Explorer 5.5 SP2 以降が動作する日本語 Windows OS 環境
ブロードバンド接続環境（ADSL1M 以上の常時接続）
※プラグインとして Adobe FlashPlayer7 以上のダウンロードが必要となります
※ログイン時にデータを読み込むため、通信速度によってプレイ開始までに時間がかかる場合があります。
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■『アルテイル バトル RPG』
RPG』について
日米 100 万人が熱狂中のファンタジー世界が、これまでの携帯ゲームの常識を覆す超・美麗なイラストを採用して 『ファン
タジーバトル RPG』としてモバゲーに登場！共に戦う英雄を救出し、強化して、最強を目指そう！
【超・美麗な英雄イラスト！】
共に戦う「英雄」達はこれまでの携帯ゲームの
常識を覆す超・美麗なイラストを採用。
ファンタジーの世界観を盛り上げます！

【手に汗にぎるバトル！】
「バトル」は 3 人の「英雄」でパーティを組んで戦います。
どの「英雄」をチョイスするか？
どの順番で配置するか？
かんたんでシンプルなのに奥深い「バトル」に
ハラハラドキドキです！

【自分好みの英雄が作れる！】
「英雄」達のもつ魅力的な能力（スキル）を
別の「英雄」へと継承できます。
お気に入りの「英雄」を自分でカスタマイズし、
オリジナルの「英雄」を自由自在に作る事ができます！

■『アルテイル バトル RPG』
RPG』基本情報
【タイトル名称】 『アルテイル バトル RPG』
【サービス開始】 2011 年 2 月 19 日（土）
【ジャンル】 ファンタジーバトル RPG
【プラットフォーム】 「Mobage （モバゲー）（URL：http://mbga.jp）」
【対応端末】 NTT ドコモ（FOMA 対応機種、Android 機種）、au（パケット定額制対応の WIN 機種、Android 機種）、
SoftBank（FLASH 対応の 3G 機種、iPhone、Android 機種）
※一部端末を除きます。※AndroidOS は 2.2 以上の対応となります。
【利用料金】 月額無料、一部アイテム課金
【『アルテイル バトル RPG』へのアクセス方法】
1．QR コードから

2．URL（携帯）から
http://pf.mbga.jp/12003370

※ゲームをプレイするには、Mobage への登録が必要になります。
©Gamepot Inc, All rights Reserved.

株式会社ゲームポットについて
株式会社ゲームポットについて
ゲームポットは 2001 年 5 月に設立した、オンラインゲーム等を開発・運営するサービスプロバイダーで、現在、ソネットエンタテインメント
株式会社の連結子会社です。ゲームポットは、他社の追随を許さない高度なゲーム運営ノウハウや、海外開発会社とのリレーションシップ
を擁しており、幅広く展開する戦略的パートナーシップ、ポートフォリオを組み合わせることにより、日本のオンラインゲーム業界のリーダー
としての地位を確立しております。
さらに詳しい情報は、ゲームポットの各ホームページをご覧下さい。（ http://www.gamepot.co.jp/ ）

オンラインゲーム
アルテイルネット

http://www.alteil.jp/

スカッとゴルフ パンヤ

http://www.pangya.jp/

CABAL ONLINE

http://www.cabal.jp/

ペーパーマン

http://www.paperman.jp/

トキメキファンタジー ラテール

http://www.latale.jp/

ファンタジーアース ゼロ

http://www.fezero.jp/

コンチェルトゲート フォルテ

http://www.cgf.jp/

ブラウザ封神演義

http://buraho.jp/

ハウリングソード

http://www.hs-online.jp/

ウィローズ

http://www.weros.jp/

メビウスオンライン

http://mebius-online.jp/

Livly Island COR

http://www.livly.com/

アヴァロンの鍵 ONLINE

http://www.avalon-online.jp/

THE SHOGUN

http://www.theshogun.jp/

Wizardry Online

http://www.wizardry-online.jp/

ソーシャルゲーム
童話スピリッツ

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/

狩りとも

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/

ミニチュアガーデン

http://yahoo-mbga.jp/43086316/diary/823168547

アルテイル バトル RPG

http://www.alteil.jp/mobile/

ネイビーウォーズ

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/

わグルま！

http://www.waguruma.jp/

青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ

http://company.gamepot.co.jp/special/hamonepu/

