
 

 

平成24 年2 月24 日 

各位 

会 社 名 株式会社ゲームポット 

（URL  http://www.gamepot.co.jp/ ） 

 

MobageMobageMobageMobage 専用ソーシャルゲーム専用ソーシャルゲーム専用ソーシャルゲーム専用ソーシャルゲーム『『『『アルテイルアルテイルアルテイルアルテイル    バトルバトルバトルバトル RPGRPGRPGRPG』』』』1111 周年記念アップデート周年記念アップデート周年記念アップデート周年記念アップデート    

「限界突破」「限界突破」「限界突破」「限界突破」本日本日本日本日 2222 月月月月 24242424 日（金）実装日（金）実装日（金）実装日（金）実装！！！！    さらにさらにさらにさらに最高レアリティカードが必ずもらえる最高レアリティカードが必ずもらえる最高レアリティカードが必ずもらえる最高レアリティカードが必ずもらえる    

記念キャンペーンも開記念キャンペーンも開記念キャンペーンも開記念キャンペーンも開催！催！催！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』において、本日 2 月 24 日（金）よりサービス開始 1

周年を記念したアップデート「限界突破」開始いたします。 

 

本日 2 月 24 日（金）メンテナンス終了後より、正式サービス開始 1 周年を記念し、英雄のレベル上限が

解放される「限界突破」を実装いたします。 

「限界突破」実装により、お気に入りの英雄を更に成長させることが出来るようになり、より強い英雄を手

にすることが可能となります。 

また、スキルを 100%引き継ぐことができるため、今まで有り得なかったスキルの組み合わせが可能に

なるなど、新たな戦術も広がりました。 

 

本アップデートに合わせ、魔法「限界突破」を全員にプレゼントしておりますので、ぜひ一度お試しくださ

い！ また、1 周年記念キャンペーンも同時に開催し、最高レアリティーのカードがもれなくもらえるキャン

ペーンなど、盛りだくさんのプレゼントをご用意しておりますので、こちらも合わせてお楽しみください！  

 

『アルテイル バトル RPG』では、カードゲームの魅力を存分に味わっていただけるよう、今後もシステ

ムアップデートを予定しておりますので、ぜひご期待ください！ 



 

 

■■■■「限界突破」「限界突破」「限界突破」「限界突破」詳細詳細詳細詳細    

    

魔法「限界突破」を使用することで、レベル上限に達している 

英雄のレベル上限を、最大で＋30 引き上げることができます。 

また、「限界突破」成功時、素材英雄の全てのスキルを 

対象英雄に引き継ぐことができます。 

 

・・・・必要となる素材必要となる素材必要となる素材必要となる素材    

① 対象英雄（★★★、★★★★、★★★★★の英雄で、それぞれレベル 30、40、50 に 

達している英雄） 

② 魔法「限界突破」 

③ 素材英雄（★★★、★★★★、★★★★★の英雄） 

 

※素材英雄のレベルにより成功率が変動し、最大レベルの場合※素材英雄のレベルにより成功率が変動し、最大レベルの場合※素材英雄のレベルにより成功率が変動し、最大レベルの場合※素材英雄のレベルにより成功率が変動し、最大レベルの場合100%100%100%100%成功します成功します成功します成功します。。。。    

 

・・・・レベルレベルレベルレベル上限の上限の上限の上限の上昇値上昇値上昇値上昇値（素材英雄のレアリティにより変動します）（素材英雄のレアリティにより変動します）（素材英雄のレアリティにより変動します）（素材英雄のレアリティにより変動します） 

素材英雄 ★★★ ★★★★ ★★★★★ 

上限上昇値 2 4 10 

 

・・・・レベル上限レベル上限レベル上限レベル上限 

対象英雄 ★★★ ★★★★ ★★★★★ 

レベル上限 70 80 90 

 

※「限界突破」に失敗した場合、※「限界突破」に失敗した場合、※「限界突破」に失敗した場合、※「限界突破」に失敗した場合、魔法「限界突破」のみが消失します魔法「限界突破」のみが消失します魔法「限界突破」のみが消失します魔法「限界突破」のみが消失します    

 

 

魔法「限界突破」 



 

 

1 周年記念英雄 

[祝]あにばさりがーるず 

■「■「■「■「1111 周年記念キャンペーン」詳細周年記念キャンペーン」詳細周年記念キャンペーン」詳細周年記念キャンペーン」詳細    

 

「限界突破」アップデート以外にも、1 周年記念キャンペーンでは、様々なプレゼントをご用意しております。

この機会に「アルテイル バトル RPG」にログインして、豪華プレゼントをゲットしよう！ 

    

●●●●1111 周年記念★★★★★カードをもれなくプレゼント周年記念★★★★★カードをもれなくプレゼント周年記念★★★★★カードをもれなくプレゼント周年記念★★★★★カードをもれなくプレゼント    

    

【期間】【期間】【期間】【期間】    

2 月17 日（金）15:00～2 月28 日（火）14:00 

【【【【内容内容内容内容】】】】    

期間中に「アルテイル バトル RPG」へログインしてくれた方全員に、 

もれなく「[祝]あにばさりがーるず」をプレゼント。 

 

 

●●●●1111 周年記念継続ボーナスプレゼント周年記念継続ボーナスプレゼント周年記念継続ボーナスプレゼント周年記念継続ボーナスプレゼント    

    

【期間】【期間】【期間】【期間】    

2 月20 日（月）～終了日未定 

【【【【内容内容内容内容】】】】    

 「アルテイル バトル RPG」へ登録した日より起算し、 

30 日ごとにレア英雄など、豪華プレゼントがもらえます。 

ログインしてなくてももらえるので、久しぶりにログインすると 

レアアイテムを大量ゲット可能！ 

 

 

●●●●SPSPSPSP ガチャレア確定ガチャレア確定ガチャレア確定ガチャレア確定    

    

【期間】【期間】【期間】【期間】    

 2 月24 日（金）17:00～2/28（火）14:00 

【【【【内容内容内容内容】】】】    

1 周年を記念して、スペシャルガチャから出る英雄が 

★★★以上確定になります！ 

普段はなかなか目にすることが出来ないレア英雄を 

この機会にゲットしよう！ 

30 日継続記念 

[祝花]ﾏｰﾘｱ 

360 日継続記念 

[祝]ｶﾃｨﾗ 

ｶﾃｨﾗ ﾙﾘｱ 



 

 

■『アルテイル■『アルテイル■『アルテイル■『アルテイル    バトルバトルバトルバトル RPGRPGRPGRPG』』』』についてについてについてについて    

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アルテイルアルテイル    バトルバトルバトルバトル RPGRPGRPGRPG』』』』基本情報基本情報基本情報基本情報    

【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 

 

 

 

 

 

 

 

※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.

2．URL（携帯）から 

http://pf.mbga.jp/12003370 



 

 

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    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/ 

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

THE SHOGUN http://www.theshogun.jp/ 

ソーシソーシソーシソーシャルゲームャルゲームャルゲームャルゲーム 

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 

Alteil 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/ 

ワイルドレーシングMAX http://company.gamepot.co.jp/special/wrmax/ 

バトルゴルフ パンヤ http://company.gamepot.co.jp/special/battlegolfpangya/ 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

ゾンビハンターズ by 狩りとも http://company.gamepot.co.jp/special/zombie 

ラテール イリス物語 http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

 


