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10月 29日 Project「MIST GEARS」始動 

小説「MIST GEARS GHOST」発売、漫画「MIST GEARS BLAST」連載開始！ 

さらに、公式Twitterでは豪華２大キャンペーンをスタート！ 

 

 

 

株式会社エイリム（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高橋英士、以下「エイリ

ム」）、株式会社トライエース（本社：東京都港区、代表取締役：五反田義治、以下「トラ

イエース」）、集英社 キャラクタービジネス室（本社：東京都千代田区、以下「キャラビ

ズ室」）は、3社で展開する合同プロジェクト「MIST GEARS（ミストギア）」において、

2018 年 10月 29日より小説「MIST GEARS GHOST（ミストギア・ゴースト）」の発売、

漫画「MIST GEARS BLAST（ミストギア・ブラスト）」の連載を開始したことをお知らせ

いたします。 

 

Project「MIST GEARS」公式サイト：https://mistgears.jp 

Project「MIST GEARS」新 PV   ：https://youtu.be/2_SEwzV14UE 

https://mistgears.jp/
https://youtu.be/2_SEwzV14UE


 

▼小説：MIST GEARS GHOST（ミストギア・ゴースト） 

絶望の霧が包む世界で、少年が手にしたものは「希望の鋼（ミストギア）」――!! 

「煉獄の日」。その日、世界は災厄の霧（ミスト）に包まれた。 

生活に浸食していくミスト、そこから現れる異形の魔物。人類は滅亡へと向かっていっ

た。 

70年後。人々は、状況を打破すべく調査隊 GEARS を創設。そして GEARS に入隊し、理

不尽な世界に抗おうとするひとりの少年の物語が幕を開ける―!! 

※紙版・電子版同時発売！ 

 

 

 

・商品名：MIST GEARS GHOST（ミストギア・ゴースト） 

・発売日：2018 年 10 月 29日 

・購入先：http://j-books.shueisha.co.jp/books/mistgears_ghost.html 

ジャンプ BOOK ストア！（電子版） 

・価格 ：定価 1,100 円（税別） 

・特典 ：小説限定！アプリゲーム「MIST GEARS」で使える特典付！ 

「主人公ウェズの装備一式、スタートダッシュアイテム」 

 

※特典はアプリゲーム配信後（2018 年 11 月下旬より）に受取可能です。 

※特典は、紙版+「ジャンプ BOOK ストア！」電子版に付属いたします。 

※本書籍を複数購入しても、受け取れる特典は 1アカウントにつき、1 回限りとなります。 

 

http://j-books.shueisha.co.jp/books/mistgears_ghost.html


 

 

▼漫画：MIST GEARS BLAST（ミストギア・ブラスト） 

煉獄の日――。 

それは世界を災厄の霧「ミスト」が包み、地上が死の世界へと変貌した日。 

人間を蝕むミストの被害から生き残った一部の人々はミストの届かない地下洞窟へと難を

逃れ、国を作り生活していた。“地上に出るべからず”という掟と共に…。 

煉獄の日から 70年。絶対の掟を破り、ある決意を胸にひとりの少女が地上へと向かう！！ 

 

 

 

・商品名：MIST GEARS BLAST（ミストギア・ブラスト） 

・連載開始：2018 年 10月 29 日 

・閲覧先 ：マンガ誌アプリ「少年ジャンプ+（プラス）」 

iOS 版 

https://itunes.apple.com/jp/app/shao-nianjanpu+/id875750302 

Android 版 

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.access_company.android.sh_jumpplus 

WEB サイト 

https://shonenjumpplus.com/ 

・価格 ：無料 

     ※全てのエピソードを読むためにはコインが必要になります。 

・更新日：2話以降、毎月第 2・4 火曜日予定 

・特典 ：毎話配布！アプリゲーム「MIST GEARS」で使える特典付！ 

https://itunes.apple.com/jp/app/shao-nianjanpu+/id875750302
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.access_company.android.sh_jumpplus
https://shonenjumpplus.com/


 

第 1話特典「ナギのスタンプ、オーブ×1000個、アクセサリー・コダチ」 

 

※特典はアプリゲーム配信後（2018 年 11 月下旬予定）に受取可能です。 

※特典の受取回数は、1アカウントにつき 1 回限りとなります。 

 

 

 

 

 

ミストギア Twitterキャンペーン情報 

▼ミストギア小説・漫画スタート記念 

合計 1,029名様に Amazonギフト券がその場で当たるキャンペーン！ 

 

 

ミストギアの小説・漫画スタートを記念して、ミストギア公式 Twitter（@mistgears_pr）に

てフォロー&RT キャンペーンを開催いたしました。 

両コンテンツのスタート日である「10 月 29 日」に合わせ、合計 1,029 名様に Amazonギフ

ト券をプレゼントいたします。 

 

＜その 1＞ 

その場で当たる！Amazon ギフト券 1,000 円分を抽選で 1,000 名にプレゼント！ 

・開催期間：2018 年 10月 29 日（月）12:00～11 月 11 日（日）23：59 まで 



 

・条件  ：1）ミストギア公式 Twitter（@mistgears_pr）をフォロー 

      2）対象ツイートを RT 

        https://twitter.com/mistgears_pr/status/1056736603291344896 

      3）専用ページ（http://a-lim.co.jp/1ujpry）へ飛び、抽選！ 

 

 

＜その 2＞ 

「その 1」応募者の中から抽選で 29名様に、Amazon ギフト券 5,000 円分をプレゼント！ 

 

※詳細は、ミストギア公式サイト内のお知らせ（https://mistgears.jp/campaign.html）ご確認ください。 

※本キャンペーンは株式会社エイリムによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受

けしておりません。 

 

 

 

▼ミストギアTwitterフォローありがとうキャンペーン！ 

 

 

ミストギア公式 Twitter（@mistgears_pr）のフォロワー数に応じて、ゲームアイテムが貰

える「フォローありがとうキャンペーン」をスタートいたしました。 

フォロワー数に応じて、11 月下旬配信予定のアプリゲーム「MIST GEARS」にて使え

る、豪華アイテムを全ユーザーにプレゼントいたします。 

さらに、見事 5 万フォロワーを達成すると、Amazon ギフト券 10,000 円分を抽選で 5 名様

https://twitter.com/mistgears_pr/status/1056736603291344896
http://a-lim.co.jp/1ujpry
https://mistgears.jp/campaign.html


 

にプレゼント！ 

 

・期間：2018 年 10月 29日（月）スタート 

・特典：フォロワー数に応じて、以下のアイテムをプレゼント！ 

 1万フォロワー達成：★4防護ギア試作型一式   

    2 万フォロワー達成：プレミアム発注書 ×5   

    3 万フォロワー達成：超プレミアム発注書 ×3  

    4 万フォロワー達成：超絶プレミアム発注書 ×1 

    5 万フォロワー達成：オーブ×5000 

＋Amazonギフト券 10,000 円分×5名様  

※詳細は、ミストギア公式サイト内のお知らせ（https://mistgears.jp/campaign.html）ご確認ください。 

※特典プレゼントの日時については、達成後に改めてお知らせいたします。 

 

 

 

 

＜「少年ジャンプ＋」について：https://shonenjumpplus.com/＞ 

「少年ジャンプ＋」は、集英社が提供する総ダウンロード数 1000 万

（2018年 10 月時点）を超えるマンガ誌アプリ。60 作以上のオリジナル無

料連載マンガを掲載し、「週刊少年ジャンプ」電子版や「ジャンプコミッ

クス」の購読もできます。 

※デジタル版「週刊少年ジャンプ」の単号購入と定期購読が可能です。  

 

 

＜Project「MIST GEARS（ミストギア）」について：https://mistgears.jp＞ 

株式会社エイリム、株式会社トライエース、株式会社集英社キャラクター

ビジネス室による合同プロジェクト。絶望の霧に侵食された世界を舞台

とし、ゲーム/漫画/小説を中心に「MIST GEARS」ワールドを展開して

いきます。 

著作権表記：©Alim Co., Ltd. / tri-Ace, Inc. / 集英社 

 

 

＜株式会社エイリムについて：http://www.a-lim.co.jp/＞ 

株式会社エイリムは、株式会社 gumi のグループ企業として 2013 年 3 月に設立いたしまし

た。 企業理念に『ゲームは愛だ！』を掲げ、記念すべき第 1 作『ブレイブ フロンティア』

を 2013 年 7月にリリース。 続いて、『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』（株式会社ス

https://mistgears.jp/campaign.html
https://shonenjumpplus.com/
https://mistgears.jp/
http://www.a-lim.co.jp/


 

クウェア・エニックス配信）の開発を担当。いずれも日本のみならず全世界を対象に展開し

ております。 

 

 

＜株式会社トライエースについて：https://www.tri-ace.co.jp/＞ 

株式会社トライエースは 1995 年 3 月に設立されたソフトハウスです。コンソール、携帯ゲ

ーム機、スマートフォン、PC等あらゆるゲーミングプラットフォームのゲーム開発を行っ

ております。 

 

 

＜株式会社集英社キャラクタービジネス室について：https://www.shueisha.co.jp/＞ 

外部パートナー企業(ビデオメーカー、映画会社、ゲーム会社ほか)とプロジェクトを形成し、

作家(漫画家・小説家)とともに、ゼロからの新規 IP 成立を目指します。 

 

 

※Android は、Google Inc.の商標、または登録商標です。 

※iOS は、米国およびその他の国における Cisco社の商標、または登録商標です。 

※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。 

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。 

 

 

【プレスリリースに関するお問合せ】 

株式会社エイリム：広報窓口 pr_hq@a-lim.co.jp 

https://www.shueisha.co.jp/
mailto:pr_hq@a-lim.co.jp

