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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 

 
 

アプリゲーム「MIST GEARS」 
リリース後初の大型バージョンアップを実施！ 

新規、復帰、既存ユーザー全員が嬉しい「GEARS 隊員大募集キャンペーン」開催！ 
同時に節分＆バレンタインイベントもスタート！ 

 
 

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、スマートフォン向けゲーム「MIST GEARS」において、2019 年 1 月 25 日（金）にゲ
ームリリース後初の大型バージョンアップを実施いたしました。 
 

今回の大型バージョンアップを記念し、2019 年 1 月 31 日（木）より、既存ユーザーだ
けでなく新規&カムバックユーザーも対象にした「GEARS 隊員大募集キャンペーン」を開
催いたします。 

また、同日より「節分&バレンタイン」を記念したキャンペーンとイベントクエストも実
施いたします。 

 



 

大型バージョンアップで遊びやすさが向上！ 
今回のバージョンアップでは、バトルシステムやワールドマップを改修し、より「MIST 

GEARS」が遊びやすくなりました。 
 

▼バトル改修 
1）マニュアル操作の機能拡張 

 
バトル中の画面右上にある[一時停止]ボタンをタップすることで、画面下部に表示されるメ
ニュー内に「マニュアル時専用」操作が実装されました。 
 
  



 

2）「入力待ち」の実装 

 

操作キャラクターのいずれかの「通常攻撃」チャージが完了した段階で、敵・味方問わず
バトル中の時間進行が停止し、「入力待ち」状態となります。  
じっくりと戦況を見据えながら戦いたい方にお勧めです。  
 
3）「操作キャラクター自動切り替え」の実装 

 
操作キャラクター以外の味方キャラクターの「通常攻撃」チャージが完了した時点(※)で、
自動的に操作キャラクターが変更され、そのまま操作できます。  
各キャラクターの状況を把握しながらバトルを進行したい方にお勧めです。  
 



 

※操作キャラクターの「通常攻撃」チャージが完了している場合、自動で操作キャラクタ
ーが変更されることはありません。 
 
4）機能 ON/OFF 時の表示 

 
ボタン表示が機能 ON の状態で明るく、OFF の状態で暗くなります。  
 
 

▼ワールドマップ改修 
1）「ワープ砲」が使いやすくなりました。 

 
拠点に居なくても「ワープ砲」が利用可能になります。また、フッターメニューの「地図」
が「ワープ地図」となります。 
 
※My 拠点作成済みの拠点ポイントには、「ワープ砲」でその地点にワープすることができ
ます。ただし、ワープ先の拠点が稼働停止状態の場合は、ワープ砲で移動することができ
ません 
  



 

2）「隣接ポイント」の表現を改善しました。 

 
現在の地点に隣接し、かつ移動可能なポイントに対してアイコンが表示されます。 
 
3）チュートリアル時の自動ルート開放を「奈落の谷」まで延長しました。 
 

▼ボーナス％表記改修 

 
ゲスト選択画面にて、開催中のイベントに対して「イベントポイント」に入手ボーナスが
付与される装備をしていた場合、合計適用分の「ボーナス％」が表示されるようになりま
す。 



 

 

新規&復帰ユーザーに豪華アイテムプレゼント 

「GEARS 隊員大募集キャンペーン」開催！！ 

 
大型バージョンアップを記念して「GEARS 隊員大募集キャンペーン」を開催いたします。

新規ユーザーや復帰ユーザーがお得なのはもちろん、既存ユーザーも含む全員がお得な 3
大キャンペーンとなっています。 
 
▼開催期間 
2019 年 1 月 31 日（木）メンテナンス後～2019 年 2 月 15 日（金）12:59 
 
  



 

▼キャンペーン① 新規&カムバックユーザー限定ログインボーナス 

 
期間中、新規で始めたユーザーと復帰して再開したユーザー限定のログインボーナスを実
施いたします。 
 
5 日間合計でオーブ 9000 個（10 連ガチャ 3 回分）に加えて、★5 ミストギアが確定で手に
入る「超絶プレミアム発注書」を 2 枚プレゼント！ 
同時に 10 連ガチャで☆5 ギアが 1 つ確定の「ガチャブーストキャンペーン」も実施中です
ので、オーブを全てガチャに使用すれば毎日★5 ギアを入手することもできます。 
 
【キャンペーン①の対象者】 
・2019 年 1 月 25 日（金）メンテナンス以降に MIST GEARS を始めたユーザー  
・2018 年 11 月 26 日（月）～2018 年 12 月 26 日（水）23:59 までに MIST GEARS を始め、
2018 年 12 月 27 日（木）～2019 年 1 月 25 日（金）メンテナンスまでの間にプレイしてい
なかったユーザー 
 
  



 

▼キャンペーン② 期間限定 初心者ミッション開催！ 

 
MIST GEARS のすすめ方が１からわかる「初心者ミッション」を開催いたします。 
全てのミッションをクリアすることでオーブ 3000 個（ガチャ 10 回分）に超絶プレミアム
発注書や、ゲームを進めやすくするお得なアイテムを多数入手できます。 
すでにプレイされているユーザーも挑戦できるので、おさらいしながら報酬をゲットしま
しょう。 
 
【挑戦方法】 

 
ホーム画面右上のアイコン「初心者ミッション」で内容を確認し、条件を達成してくださ
い。 条件を達成するとアイテムが受け取れるようになります。 



 

 
▼キャンペーン③ 隊員募集ボーナスキャンペーン開催！ 

 
キャンペーン期間中、新規で始めたユーザーと復帰して再開したユーザーが 3000 人を突破
するごとに、全ユーザーへ豪華アイテムセットをプレゼントいたします。 
 
※9000 人達成以降は、+3000 人達成ごとに【限解セット】→【改造セット A】→【改造セ
ット B】→【限解セット】…の順番に配布されます。 
 
【キャンペーン③のアイテム配布条件】 
・2019 年 1 月 25 日（金）メンテナンス以降～2019 年 2 月 15 日（金）12:59 までに新規で
MIST GEARS を始めたユーザー数  
・2018 年 11 月 26 日（月）～2018 年 12 月 26 日（水）23:59 までに MIST GEARS を始め、
2019 年 1 月 25 日（金）メンテナンス以降～2019 年 2 月 15 日（金）12:59 までに復帰して
MIST GEARS をプレイしたユーザー数 
上記のユーザー合計数で特典を順次配布していきます。 
 
  



 

「節分&バレンタインキャンペーン」 

イベントクエスト「オペレーション・バレンタインブレイク」開催！ 

 
2019 年 1 月 31 日のメンテナンス後より、「節分＆バレンタインキャンペーン」およびイベ
ントクエスト「オペレーション・バレンタインブレイク」を開催いたします。 
 
▼実施期間 
2019 年 1 月 31 日メンテナンス後～2019 年 2 月 15 日 12:59 
 
▼特別ログインボーナス＆期間限定アイテムセット 
期間中に 7 日間ログインすることで最大 700 オーブ（300 オーブでガチャ 1 回）がもらえ
るほか、おトクなアイテムセットが 500 オーブで交換できる「節分バレンタインセット」
が登場します。 
 
▼イベントクエストで★5 ミストギアなど豪華報酬をゲット 
上記期間中はイベントクエスト「オペレーション・バレンタインブレイク」が登場します。
クエストをクリアすることでイベントポイント「ラブチョコ」が手に入り、入手量が一定
数に達するごとに★5 ミストギアを始めとする報酬が受け取れます。 
 
また、同時に開催される「節分装備 ピックアップガチャ」で排出される「節分装備」を装
備してイベントクエストをプレイすることにより、さらに多くの「ラブチョコ」を入手す
ることができます。 

 
 



 

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 
 
 
＜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
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。 
 
 

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://mistgears.jp/
http://www.a-lim.co.jp/


 

＜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。 

※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

