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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（

田 修平 以下ゲームポット）は、

ゲーム『戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ』

本日7 月19 日（木）から 8 月19

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本作は株式会社ブロッコリー（

ィングカードゲーム「アクエリアンエイジ」の超美麗イラストを用いた

クエストで集めた戦姫を合心させてスキルを継承

らに、禁断合心でパラメーターを継承する事で

の戦姫を最強戦姫に育てる事ができます

 

 

 

平成

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL  http://www.gamepot.co.jp/

ソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲーム『『『『戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ

万人突破記念万人突破記念万人突破記念万人突破記念！限定レアカードプレゼントキャンペーン！限定レアカードプレゼントキャンペーン！限定レアカードプレゼントキャンペーン！限定レアカードプレゼントキャンペーンのお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ

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（本社：東京都品川区 代表取締役社長：植

以下ゲームポット）は、「Mobage （モバゲー）（URL： http://mbga.jp ）」にて配信中のソーシャル

クライシス＠アクエリアンエイジ』の会員数が 20 万人を突破いたしました

19 日（日）までの期間、限定レアカードのプレゼントキャンペーンを開催いた

 

 

 

（本社：東京都練馬区 代表取締役社長：森田 知治）から発売中のトレーデ

ィングカードゲーム「アクエリアンエイジ」の超美麗イラストを用いた育成カードバトルゲーム

クエストで集めた戦姫を合心させてスキルを継承する事により、自在に戦姫をカスタマイズ

パラメーターを継承する事で、成長限界を超えた育成が可能となっており、お気に入り

てる事ができます。 

  

平成24 年7 月19 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ』』』』    

のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

代表取締役社長：植

配信中のソーシャル

万人を突破いたしました。これを記念して、

）までの期間、限定レアカードのプレゼントキャンペーンを開催いた

から発売中のトレーデ

カードバトルゲームです。 

カスタマイズできます。さ

成長限界を超えた育成が可能となっており、お気に入り



 

本作の会員20 万人突破を記念し、

お客様に限定レアカードをプレゼント

この機会にぜひ『戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ』

ださい！ 
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【期間】【期間】【期間】【期間】    

2012 年7 月19 日（木） ～ 2012

    

【対象者】【対象者】【対象者】【対象者】キャンペーン期間終了までに、

てのお客様 

    

【内容】【内容】【内容】【内容】        

ここでしか手に入らない限定レア

カードは『戦姫★クライシス@アクエリアンエイジ

ページよりお受け取りください。 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

記念し、2012 年 7 月19 日（木） ～ 2012 年8 月19 日（

に限定レアカードをプレゼントいたします。 

クライシス＠アクエリアンエイジ』にご登録頂き、限定レア
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2012 年8 月19 日（月）23 : 59 

期間終了までに、『戦姫★クライシス@アクエリアンエイジ』にご登録いただいた

レアカード「[記念!]ｷﾞｬﾙぱに☆」をプレゼントいたします。 

アクエリアンエイジ』内、「20 万人突破記念！限定レアカードプレゼント

 

▲20 万人突破記念！限定レアカード 

日（日）の期間、全ての

カードをゲットしてく
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にご登録いただいた全

 

レアカードプレゼント」特設
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【タイトル名称】 『戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ

【サービス開始】 2012 年3 月23 日（金）

【ジャンル】 育成カードバトル 

【プラットフォーム】 「Mobage （モバゲー）（

【対応端末】 フィーチャーフォン： Flash Lite 1.1

スマートフォン： iOS 4.x 以上を搭載した

※一部端末を除きます。 

【利用料金】 月額無料、一部アイテム課金

【『戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ

＜フィーチャーフォン版＞ 

 

URL: http://pf.mbga.jp/12008674 

※ゲームをプレイするには、Mobage への登録が必要になります。

 

【クエストで戦姫やソウルカードを集めよう！】【クエストで戦姫やソウルカードを集めよう！】【クエストで戦姫やソウルカードを集めよう！】【クエストで戦姫やソウルカードを集めよう！】

クエストを行う事で、共に闘う戦姫や、

強力な戦姫が封印されたソウルカードを

集めよう！ 

    

    

    

【バトルでソウルを奪って、封印された戦姫を復活しよう！】【バトルでソウルを奪って、封印された戦姫を復活しよう！】【バトルでソウルを奪って、封印された戦姫を復活しよう！】【バトルでソウルを奪って、封印された戦姫を復活しよう！】

バトルに勝利すると、ライバルから

ソウルを奪う事ができます。 

ソウルを一定量集めて、ソウルカードの

戦姫を手に入れよう！ 
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戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ』』』』基本情報基本情報基本情報基本情報 
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戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ』 

日（金） 

（モバゲー）（URL：http://mbga.jp）」 

Flash Lite 1.1 以上を搭載した端末 

以上を搭載した iPhone、Android OS 2.1～2.3 を搭載した端末 

 

月額無料、一部アイテム課金 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ』へのアクセス方法】 

＜スマートフォン版＞ 

    

URL: http://sp.pf.mbga.jp/12008674 

への登録が必要になります。 

【クエストで戦姫やソウルカードを集めよう！】【クエストで戦姫やソウルカードを集めよう！】【クエストで戦姫やソウルカードを集めよう！】【クエストで戦姫やソウルカードを集めよう！】    

クエストを行う事で、共に闘う戦姫や、 

強力な戦姫が封印されたソウルカードを 

【バトルでソウルを奪って、封印された戦姫を復活しよう！】【バトルでソウルを奪って、封印された戦姫を復活しよう！】【バトルでソウルを奪って、封印された戦姫を復活しよう！】【バトルでソウルを奪って、封印された戦姫を復活しよう！】    

バトルに勝利すると、ライバルから 

、ソウルカードの 
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【強力スキルを継承して、戦姫を強化しよう！】【強力スキルを継承して、戦姫を強化しよう！】【強力スキルを継承して、戦姫を強化しよう！】【強力スキルを継承して、戦姫を強化しよう！】

戦姫の持つスキルは、自由に継承する事が

できます。 

強力スキルを覚えさせる事で、バトルを

有利にしよう！ 

    

    

    

【最大パラメーターは【最大パラメーターは【最大パラメーターは【最大パラメーターは 99999999999999999999！？禁断合心で最強の戦姫を育てよう！】！？禁断合心で最強の戦姫を育てよう！】！？禁断合心で最強の戦姫を育てよう！】！？禁断合心で最強の戦姫を育てよう！】

LvMax 同士の戦姫を禁断合心する事で、

成長限界を超えてパラメーターを強化する

事ができます！ 

お気に入りの戦姫を最強に育成しよう

    

    

    

 

 

 

※本製品は TCG「アクエリアンエイジ」のイラストを使用した育成カードバトルゲームです。

※登場キャラクター名および世界観・ストーリーは

 

【公式サイト】  

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ公式

アクエリアンエイジ公式サイト： http://www.aquarian

 

(C)BROCCOLI 

(C)Gamepot 

 

【強力スキルを継承して、戦姫を強化しよう！】【強力スキルを継承して、戦姫を強化しよう！】【強力スキルを継承して、戦姫を強化しよう！】【強力スキルを継承して、戦姫を強化しよう！】    

戦姫の持つスキルは、自由に継承する事が 

、バトルを 

！？禁断合心で最強の戦姫を育てよう！】！？禁断合心で最強の戦姫を育てよう！】！？禁断合心で最強の戦姫を育てよう！】！？禁断合心で最強の戦姫を育てよう！】    

同士の戦姫を禁断合心する事で、 

を強化する 

お気に入りの戦姫を最強に育成しよう！ 

「アクエリアンエイジ」のイラストを使用した育成カードバトルゲームです。 

※登場キャラクター名および世界観・ストーリーは TCG「アクエリアンエイジ」とは別のものになります。

クライシス＠アクエリアンエイジ公式サイト： http://company.gamepot.co.jp/special/senki/ 

http://www.aquarian-age.org/） 

「アクエリアンエイジ」とは別のものになります。 



 

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

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。

オンラインゲームオンラインゲームオンラインゲームオンラインゲーム    

スカッとゴルフ パンヤ    

CABAL ONLINE 

ペーパーマン 

トキメキファンタジー ラテール 

ファンタジーアース ゼロ 

コンチェルトゲート フォルテ 

ブラウザ封神演義 

メビウスオンライン 

Livly Island COR 

アヴァロンの鍵ONLINE 

アルテイルネット 

Wizardry Online 

THE SHOGUN 

お宝発掘 ホリキング 

ソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲーム 

童話スピリッツ    

狩りとも 

Alteil バトルRPG 

ネイビーウォーズ 

わグルま！    

ワイルドレーシングMAX 

バトルゴルフ パンヤ 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌ-゚ 

ゾンビハンターズ by 狩りとも 

ラテール イリス物語 

特殊戦隊クロニクル 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ 

星戦サザンクロス 

ゆるロボ製作所 

 

 

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

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

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/ ） 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.cgf.jp/ 

http://buraho.jp/ 

http://mebius-online.jp/ 

http://www.livly.com/ 

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

http://www.alteil.jp/ 

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

http://www.theshogun.jp/ 

http://horiking.jp/entrance/ 

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

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

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

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

http://www.waguruma.jp/ 

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

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

http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

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

http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

http://tksc.docs.social-games.jp/support/gp_tksc/index.html

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

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

http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/ 

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

 

 

 

games.jp/support/gp_tksc/index.html 

 


