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専用ソーシャルゲーム『アルテイル バトル RPG』
RPG』
人気美少女カードゲーム
人気美少女カードゲーム「
美少女カードゲーム「アクエリアンエイジ」とコラボ
アクエリアンエイジ」とコラボレーショ
とコラボレーション
レーションキャンペーンを開催！
キャンペーンを開催！
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、株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：守安
功、以下 DeNA）が運営するケータイ総合ポータルサイト「Mobage （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』にて、株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬
区、代表取締役：森田 知治、以下ブロッコリー）が所有する人気トレーディングカードゲーム「アクエリア
ンエイジ」とコラボレーションキャンペーンを開催いたします。

本日 1 月 30 日（月）17：00 より、「アクエリアンエイジ」コラボレーションを開始いたします。
今回のコラボキャンペーンでは、あの人気トレーディングカードゲーム「アクエリアンエイジ」の美少女
イラストを使用した全13 種のカードが「アルテイル バトル RPG」に登場します！ この期間にしか手に入
らない魅惑のスペシャルカードを、是非このチャンスに手に入れよう！
今回のコラボキャンペーンでは、まだまだ盛りだくさんのキャンペーンを用意しております。第 3 弾以
降のキャンペーンに関しては、後日お知らせさせて頂きますので、どうぞお楽しみに！
「アルテイル バトル RPG」では、カードゲームならではのイラストの魅力を存分に味わっていただける
よう、ゲームタイトルの垣根を越えたコラボレーションを今後も展開してまいります。

■コラボキャンペーン
■コラボキャンペーン第
キャンペーン第 1 弾！「アクエリアンエイジ」カードを全員にプレゼント
「アクエリアンエイジ」カードを全員にプレゼント！
」カードを全員にプレゼント！詳細
・期間
2012 年 1 月 30 日（月）17：00 から 2 月 15 日（水）14：00
・対象者
2012 年 2 月 15 日（水）14：00 までにご登録頂いた全てのお客様
・内容
カード名：メトセラの子

期間中に「アクエリアンエイジ」のカードイラストを使った☆☆☆のレア
英雄カード「メトセラの子」をプレゼントいたします。

イラストレーター：館川まこ
/©BROCCOLI

・プレゼント受け取り方法
対象者の方にゲーム内のマイページ上部に出る[アクエリアンエイジ]コラボ英雄プレゼントのリンクを
クリックすると受け取れます。
■コラボキャンペーン第
■コラボキャンペーン第 2 弾！「アクエリアンエイジ
弾！「アクエリアンエイジガチャ
「アクエリアンエイジガチャ」
ガチャ」販売詳細
販売詳細
・期間
2012 年 1 月 30 日（月）17：00 から 2 月 15 日（水）14：00
・価格
1 回：300 モバコイン
・内容
新しく追加された全 13 種類の「アクエリアンエイジ」イラストの英雄カードのうち、
11 種類を封入したガチャになります。

コンプリートして伝説の英雄を手に入れよう！
「アクエリアンエイジガチャ」から出現する 11 種類のうち、英雄辞典に登
録された 9 種類をコンプリートして、伝説の英雄カード「[妹天使]真代詠」
を手に入れよう！！

カード名：[妹天使]真代詠
イラストレーター：べっかんこう
/©BROCCOLI

激レア！
激レア！神話級の英雄
神話級の英雄を手に入れよう！！
の英雄を手に入れよう！！
「アクエリアンエイジガチャ」から出現する 11 種類のうち、英雄辞典に登録されていない 2 種類は、
育てると超強力なスキルを覚える「神話級」にレアな英雄カード！！ ここでしか手に入らない英雄
なので、ぜひ手にいれよう！！

神話級の英雄「[
神話級の英雄「[ｽﾛｰﾝ]
ｽﾛｰﾝ]ﾒﾙｷｾﾃﾞｸ」
ﾒﾙｷｾﾃﾞｸ」
イラストレーター：駒都え
イラストレーター：駒都えーじ
駒都えーじ/
ーじ/©BROCCOLI

神話級の英雄「[女皇竜]
女皇竜]ィｱｰﾘｽ」
ィｱｰﾘｽ」
イラストレーター：純珪一
イラストレーター：純珪一/©BROCCOLI

上記以外にも魅力的なイラストが登場！是非アプリ内で確認してみよう！

英雄「撲天使
英雄「撲天使」
撲天使」
イラストレーター：かわく
イラストレーター：かわく/©BROCCOLI

英雄「ﾒｲﾄﾞ侍」
ﾒｲﾄﾞ侍」
イラストレーター：とろろ
イラストレーター：とろろ/
とろろ/©BROCCOLI

■『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
■『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
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
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/

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/

アルテイルネット

http://www.alteil.jp/

THE SHOGUN

http://www.theshogun.jp/

Wizardry Online

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

ソーシャルゲーム
Alteil バトル RPG

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

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

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/

