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災厄の霧に立ち向かえ！ 

漫画・小説に続きゲーム「MIST GEARS」11月 26日配信！ 

超豪華な配信記念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 11月 26日よりスマートフォン向けアプリゲーム「MIST GEARS（以下、ミスト

ギア）」をGoogle Play、App Storeにて配信開始したことをお知らせいたします。 

 

■AppStore 

https://itunes.apple.com/jp/app/id1346381841?mt=8 

 

■GooglePlay 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alim.mistgears 

https://itunes.apple.com/jp/app/id1346381841?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alim.mistgears


 

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

ゲーム「ミストギア」公式サイト ：https://mistgears.jp/game/ 

ゲーム「ミストギア」公式 PV ：https://youtu.be/6Lyzl2-GKCM 

 

エンバイロメント RPG：ミストギア 

 

▼ミストが蔓延する世界を冒険！ 

プレイヤーはミスト調査隊“GEARS（以下、ギアーズ）”の新人隊員となり、世界に蔓延す

るミストを調査する冒険へと繰り出します。同じギアーズの仲間である「第七小隊（通

称：クズナナ）」のメンバーと共に世界を渡り歩き、ミストによって魔物と化した「ミス

トエネミー」と戦いながら、ミストの謎を解き明かしましょう！ 

 

https://mistgears.jp/
https://mistgears.jp/game/
https://youtu.be/6Lyzl2-GKCM


 

▼ストーリー：災厄に抗え 

世界が突如、災厄の霧（ミスト）に包まれた「煉獄の日」。 

ミストにより異形の魔物が現れ、人類は徐々に滅亡へと向かっていった。 

それから 70年後。 

人類はミストを動力とした“ミストギア”を生み出し、災厄に抗っていた。 

長年にわたり霧の謎を調査していた“ギアーズ”は、 

“奈落の谷”でついにミストの源流を発見する。 

これを機に、王国は“オペレーション・ミストブレイク”を発令。 

人類の存亡を懸けた戦いが、始まろうとしていた―― 

 

 

▼ミストが流動するエンバイロメント RPG 

「ミストギア」のマップ上には、環境シミュレーターにより、「ミスト」が雨雲のように

つねに流動し、ミストの濃度によって敵の強さが変化します。 

ミストが濃い場所では敵が変異して強力になる反面、倒すと報酬が良くなるなどのメリッ

トがあります。ミストを考慮しながら冒険を進めることが本作のポイントとなります。 

 

 

 

 

▼物語をより熱く！モーションコミックカット 

本作のキャラクターデザインを手掛けるのは、集英社の漫画家、天野洋一氏。 

魅力的なキャラクターたちによるドラマがつぎつぎに展開し、重要なイベントシーンでは

漫画のような「モーションコミックカット」が物語をさらに盛り上げます。 



 

 

 

 

 

▼マルチプレイ対応！ミストコア・オーバードライヴを駆使せよ 

バトルは、画面上の“コア”をタップするだけの簡単操作で攻撃やスキルを発動可能。複数

のコアをつなぐことにより、強力な連続技「ミストコア・オーバードライヴ」が発動でき

ます。コアはカスタマイズ可能なため、いろいろな組み合わせを試してオリジナルのオー

バードライヴを生み出せるのも特徴です。 

また、最大４人でのマルチプレイにも対応。協力して強敵に挑むことができます。 

 

 



 

▼登場キャラクター 

 

【トルナ】ギアーズ最強を誇る女性隊員。人と接するのが苦手。 

 

 

【シエロ】主人公の先輩であり良き相棒。ややヘタレ。 

 



 

【グランドー】言動は荒っぽいが、頼りになる第七小隊の隊長。 

 

 

【エル】主人公の幼馴染。幼い頃のケガで足が不自由になってしまった。 

 

 



 

【クラウディア】ミスト病で倒れた国王に代わり政務を執り行う王女。 

 

 

【ホーライ】ギアーズ発足以来、全体を統括している総隊長。

 

 

  



 

【サニィ】後方支援班三人娘のひとり。明るく元気でちょっとおバカな少女。 

 

 

【アウラ】後方支援班三人娘のひとり。いつも眠たげでやる気のない女の子。 

 

  



 

【エフェメラ】後方支援班三人娘のひとり。知識豊富で事務処理能力も高い。 

 

 

 

 

リリース記念 3大キャンペーン実施 

 

 

ゲーム『ミストギア』の配信を記念し、「リリース記念 3 大キャンペーン」を実施いたし

ます。 

 

  



 

▼リリース記念 特別ログインボーナス 

 

 

2018年 12 月 31日までの期間中、ゲーム「ミストギア」にログインした全ユーザーに特

別ログインボーナスを配布いたします。配布期間内に 7 日間ログインすれば、すべてのロ

グインボーナスを受け取ることができます。 

 

【配布期間】リリース ～ 2018 年 12月 31日 23:59:59 

【特典】ログイン日数に応じて以下のアイテムをプレゼント！ 

1 日目：プレミアム発注書 

2 日目：500 オーブ 

3 日目：1000 オーブ 

4 日目：超プレミアム発注書 

5 日目：1500 オーブ 

6 日目：2000 オーブ 

7 日目：超絶プレミアム発注書 

 

  



 

▼リリース記念 1日 1回無料ガチャ 

 

配信開始日より 2018 年 12 月 2 日まで、1 日 1 回無料ガチャを実施いたします。対象となるガ

チャは「シエロ装備ガチャ」となり、合計で 7 回分のガチャを無料で引くことができます。 

【実施期間】リリース ～ 2018 年 12月 2 日（日）23:59:59 

※ガチャが切り替わるのは 0時 00分です。 

 

▼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」を実施しております。 

フォロワー数に応じて、ゲーム「ミストギア」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

にプレゼント！ 

 

【配布期間】配信開始～期限なし 

【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 ※達成済み 

    2 万フォロワー達成：プレミアム発注書 ×5 ※達成済み 

    3 万フォロワー達成：超プレミアム発注書 ×3 ※達成済み 

    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  

 

※本キャンペーンはゲームリリース後も継続いたします。 

※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。 

  

https://mistgears.jp/campaign.html


 

抽選で 2,000名様に「Coke ONドリンクチケット」が 

その場で当たるキャンペーン！ 

 

 

ミストギアのゲーム配信を記念して、11月 27日（火）12:00 より、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す。 

 

・賞品  ：Coke ON ドリンクチケット（お好きなコカ・コーラ社製品 1 本） 

・当選人数：2,000 名様 

・引換先 ：コカ・コーラ Coke ON 対応 自動販売機 

      ※賞品お受取には Coke ON スマホアプリが必要です。 

・開催期間：2018 年 11月 27 日（火）12:00～12 月 10 日（月）23：59 まで 

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

      2）対象ツイートをリツイート 

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

 

  

http://a-lim.co.jp/apkakt/


 

ジャンプフェスタに出展決定！ 

 

 

2018 年 12月 22日（土）、23 日（日・祝）に幕張メッセにて開催される『ジャンプフェ

スタ 2019』におきまして、エイリムブース並びに「ミストギア」の出展が決定！ 詳細

は、後日「ミストギア」公式サイト、公式 Twitter 等でお知らせいたします。 

 

漫画・小説も展開中 

 

 

ゲームの前日譚を描いた小説「MIST GEARS GHOST（ミストギア・ゴースト）」、ゲー

ムと同じ時間軸・別の場所の物語が描かれる漫画「MIST GEARS BLAST（ミストギア・



 

ブラスト）」が展開中！ 

小説・ゲーム・漫画の物語を体験することにより、本作の世界をより深く楽しむことが

できます。また、小説と漫画にはゲームで使用できる特典も付いています。 

 

▼小説：MIST GEARS GHOST（ミストギア・ゴースト） 

 

・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 

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、紙版及び「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。 

 

▼漫画：MIST GEARS BLAST（ミストギア・ブラスト） 

 

・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：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！ 

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」 

第 2話特典「ナギのスタンプ、プレミアム発注書」 

第 3話特典「ナギのスタンプ、プレミアム発注書」 

※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。 

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


 

 

 

ゲーム「MIST GEARS（ミストギア）」概要 

タイトル MIST GEARS（ミストギア） 

ジャンル エンバイロメント RPG 

動作推奨端末 公式サイトをご確認ください 

アクセス方法 ・総合公式サイト 

https://mistgears.jp/ 

・ゲーム公式サイト 

 https://mistgears.jp/game 

・公式 Twitter 

https://twitter.com/mistgears_pr 

ダウンロード ■AppStore 

https://itunes.apple.com/jp/app/id1346381841?mt=8 

■GooglePlay 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alim.mistgears 

プレイ料金 基本プレイ無料（アイテム課金方式） 

配信開始日 iOS 版、Android版：2018 年 11 月 26日 

著作権表記 (c)Alim Co., Ltd. / tri-Ace, Inc. / 集英社 

 

＜「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 

 

 

 

https://mistgears.jp/
https://mistgears.jp/game
https://twitter.com/mistgears_pr
https://itunes.apple.com/jp/app/id1346381841?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alim.mistgears
https://shonenjumpplus.com/
https://mistgears.jp/


 

＜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

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 

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

