
2022 年 1 月 26 日 

 

報道関係者各位 

 
株式会社バンダイナムコオンライン 

 

ガンダムゲーム史上最大規模！100 人同時対戦アクション『機動戦士ガンダムオンライン』 

新機体「∀ガンダム」「ターン X」登場！ 

9 年間の感謝を込めた「メモリアルサイト」を公開！ 

 

株式会社バンダイナムコオンライン(住所：東京都港区 代表取締役社長：関口 昌隆)は、Windows®専用オンラインゲ

ーム『機動戦士ガンダムオンライン』において、「∀ガンダム」と「ターン X」の新機体が登場する「DX ガシャコン VOL.100」を配信し

たほか、「フィナーレログインボーナス Vol.01」の開始やガシャコンイベント「フィナーレ BONUS ガシャコン Vol.1」の開催など様々な

イベント、キャンペーンを開催いたしました。さらに、9 年間の感謝を込めて「機動戦士ガンダムオンライン」メモリアルサイトを公開い

たしました。 

 

 

◆新機体登場！「DX ガシャコン VOL.100」配信開始！◆ 

 
 

1 月 26 日(水)定期メンテナンスにて、ORDER は「∀ガンダム」、REBELLION は「ターン X」が登場する「DX ガシャコン

VOL.100」の配信を開始いたしました。 

 

■配信期間 



2022 年 1 月 26 日(水)定期メンテナンス終了後～2022 年 2 月 24 日(木)定期メンテナンス開始前まで 

 

 [ORDER] 

■∀ガンダム 

機体タイプ：強襲 

地形適正：地上・宇宙 

機体コスト：400 

神像「ホワイトドール」の内部から現れてミリシャの主力として運用された機体。自己修復が可能なナノスキン装甲や発動時に大

量のナノマシンを一気に放出する「月光蝶」を持つ。 

 

 

 

  

 

  



[REBELLION] 

■ターン X 

機体タイプ：強襲 

地形適正：地上・宇宙 

機体コスト：400 

月のマウンテン・サイクルで発掘された機体。大型兵装プラットフォーム「キャラバス」で隠された背部には、大量のナノマシンを散布

する「月光蝶」の噴出口を備えている。 

 

 

 

  

 

■「DX ガシャコン VOL.100」詳細ページ 

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3252#1 

 

 

  

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3252#1


◆「機動戦士ガンダムオンライン」メモリアルサイト公開◆ 

 

 

9 年間の感謝を込めて「機動戦士ガンダムオンライン」メモリアルサイトを公開いたしました。 

第 1 弾として機動戦士ガンダムオンラインの歴史を振り返るガンオン年表を 2011 年～2015 年まで公開いたしました。 

また、後日 2016 年以降のガンオン年表の公開、キービジュアルやロード画面を集めたイラストギャラリーや全パイロットの戦績デー

タを公開予定です。 

さらに、機動戦士ガンダムオンライン内で残した自身の戦闘データを手元に残していただけるよう、リアルパイロットカード生成ツール

を公開していく予定です。 

 

■「機動戦士ガンダムオンライン」メモリアルサイト 

https://msgo.bandainamco-ol.jp/memorial/ 

 

  

https://msgo.bandainamco-ol.jp/memorial/


◆「機動戦士ガンダムオンライン」思い出スクリーンショットキャンペーン開催！◆ 

 

 

「機動戦士ガンダムオンライン」メモリアルサイトの公開にあわせ Twitter キャンペーンを開催いたします。 

機動戦士ガンダムオンラインの公式 Twitter をフォローして、応募対象となるツイートを投稿された方の中から抽選で「ゴールドハ

ロチケット」をプレゼントいたします。また、応募いただいたスクリーンショット付のツイートの画像は、後日「機動戦士ガンダムオンライ

ン」メモリアルサイトにて掲載予定です。 

キャンペーンの応募方法などの詳細につきましてはキャンペーン特設ページをご覧ください。 

 

■開催期間 

2022 年 1 月 26 日(水)応募対象ツイート発表後～2022 年 2 月 24 日(木)23:59 まで 

 

■「「機動戦士ガンダムオンライン」思い出スクリーンショットキャンペーン」詳細ページ 

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3256 

 

  

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3256


◆フィナーレ GOLD ガシャコン Vol.1 配信◆ 

 
 

フィナーレ GOLD ガシャコン Vol.1 を配信いたしました。 

DX ガシャコン Vol.01～23 までに登場した機体のゴールド設計図が必ず抽選されるガシャコンです。 

 

フィナーレ GOLD ガシャコンは、過去に配信した DX ガシャコン機体や ACE 機体を Vol.1～4 に分けて配信するガシャコンです。 

なお、DX ガシャコン Vol.99 および DX ガシャコン Vol.100 の機体に関しては、フィナーレ GOLD ガシャコンの対象外です。 

 

■配信期間 

2022 年 1 月 26 日(水)定期メンテナンス終了後～3 月 30 日(水)サービス終了まで 

 

■フィナーレ GOLD ガシャコンの今後の配信予定について 

フィナーレ GOLD ガシャコン Vol.2 

対象 DX ガシャコン：DX ガシャコン Vol.24～46 

開催期間：2022 年 2 月 9 日(水)定期メンテナンス終了後～3 月 30 日(水)サービス終了まで 

 

フィナーレ GOLD ガシャコン Vol.3 

対象 DX ガシャコン：DX ガシャコン Vol.47～69 

開催期間：2022 年 2 月 24 日(木)定期メンテナンス終了後～3 月 30 日(水)サービス終了まで 

 

フィナーレ GOLD ガシャコン Vol.4 

対象 DX ガシャコン：DX ガシャコン Vol.70～98、ACE ガシャコン 

開催期間：2022 年 3 月 9 日(水)定期メンテナンス終了後～3 月 30 日(水)サービス終了まで 

 

■「フィナーレ GOLD ガシャコン Vol.1」詳細ページ 

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3252#2 

 

 

  

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3252#2


◆DX ガシャコン ACE PLAYBACK 第 3 配信◆ 

 
 

DX ガシャコン ACE PLAYBACK 第 3 の配信を開始いたしました。 

「DX ガシャコンチケット」や「BC」でもプレイ可能ですが、「DX ガシャコン ACE チケット」でもプレイが可能です。 

またガシャコンボーナスとして 110 プレイでピックアップされている機体のゴールド設計図が確定で出現します。 

 

■販売期間 

2022 年 1 月 26 日(水)定期メンテナンス終了後～2022 年 2 月 16 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

 

■ピックアップ対象機体 

[ORDER]：ヴァイエイト 

[REBELLION]：ガンダムヘビーアームズ 

 

■「DX ガシャコン ACE PLAYBACK 第 3 弾」詳細ページ 

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3252#3 

 

 

  

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3252#3


◆フィナーレログインボーナス Vol.01 開催！◆ 

 
 

1 月 26 日(水)定期メンテナンス終了後より「フィナーレログインボーナス Vol.01」を開始いたしました。 

期間中ログインすることで最大 10 個の「DX ガシャコンチケット」が獲得でき、1 日 1 回のログインで「ハロメダル」1 個、最大 15

個などが獲得できます。 

 

■開催期間 

2022 年 1 月 26 日(水)定期メンテナンス終了後～2 月 16 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

 

■「フィナーレログインボーナス Vol.01」詳細ページ 

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3252#4 

 

 

  

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3252#4


◆ガシャコンイベント「フィナーレ BONUS ガシャコン Vol.1」開催！◆ 

 
 

ガシャコンイベント「フィナーレ BONUS ガシャコン Vol.1」を開始いたしました。 

大規模戦に参戦すると戦績に応じて「FINALE.EV ガシャコンチケット」を獲得でき、このチケットを使ってイベントガシャコンをプレイ

できます。 

 

イベントガシャコンからは「ハロメダル」や ORDER に「ガンダム NT-1」「ピクシー(フレッド機)」のシルバー設計図、REBELLION に

「ケンプファー」「イフリート・ナハト」のシルバー設計図などをはじめとしたさまざまなアイテムが獲得できるほか、ガシャコンボーナスでは

上記機体のゴールド設計図や「DX ガシャコンチケット」などを獲得可能です。 

 

■FINALE.EV ガシャコンチケット出現期間 

2022 年 1 月 26 日(水)定期メンテナンス終了後～3 月 30 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

 

■ガシャコン利用期間 

2022 年 1 月 26 日(水)定期メンテナンス終了後～2 月 16 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

 

■FINALE.EV ガシャコンチケット入手方法 

・イベント期間中に大規模戦をプレイすることで獲得できます。 

・エクストラアクティビティのクリア報酬として獲得できます。 

 

【勝敗による獲得数】 

勝利：3 個、敗北：1 個 

 

【個人評価による獲得数】 

指揮官参戦：3 個、S：4 個、A：3 個、B：3 個、C：2 個、D：0 個 

 

■「フィナーレ BONUS ガシャコン Vol.1」詳細ページ 

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3252#5 

 

 

  

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3252#5


◆デイリーガンオンファイト開催！◆ 

 
 

15 対 15 の MS 同士のガチンコ勝負「ガンオンファイト」を 2022 年 1 月 26 日（水）定期メンテナンス終了後より、毎日開催

いたします。 

 

同時開催中の「フィナーレ BONUS ガシャコン Vol.1」にて使用できる「FINALE.EV ガシャコンチケット」や「ハロメダル」なども獲得

可能です。 

 

■開催期間および、エントリー開始時間 

2022 年 1 月 26 日（水）定期メンテナンス終了後～3 月 30 日（水）サービス終了まで 

※毎日 19:00、23:00 エントリー開始 

 

■「デイリーガンオンファイト」詳細ページ 

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3253 

 

 

  

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3253


◆アドバンストカスタムパック＆マンスリーパックの販売◆ 

 
 

2022 年 2 月 1 日（火）0:00 より「アドバンストカスタムパック」「マンスリーパック」を販売いたします。 

「アドバンストカスタムパック」は「マスターメモリ：50 個」「高性能カスタムキット：10 個」「カスタムキット：10 個」がセットになって

おります。 

「マンスリーパック」は「設計図パック交換チケット：5 個 」「マスターメカニックチケット：8 個」「機体倉庫拡張チケット：10 個」

「GP ハロチケット：5 個」がセットになったお得なパックとなっております。 

 

■販売期間 

2022 年 2 月 1 日(火)0:00～2 月 9 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

 

■「アドバンストカスタムパック＆マンスリーパック」詳細ページ 

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3255 

 

 

  

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3255


◇『機動戦士ガンダムオンライン』とは 

ガンダム史上最大規模の、100 人以上が同時に戦う「多人数対戦アクション」PC オンラインゲームです。 

  
総勢最大 104 名のプレイヤーが「ORDER」または「REBELLION」の一員として指揮官やパイロットになり、仲間と協力しながら

52vs52 のモビルスーツ戦で自軍を勝利に導くことが目標となります。登場するモビルスーツは合計 500 体以上で、さらには自分

なりのカスタマイズで強化や変更が可能です。またアムロやシャアをはじめとしたガンダムシリーズの人気キャラクターたちが登場し、と

きにはモビルスーツ戦で共闘し、ときには指揮官としてサポートいたします。 

詳しくは、公式サイトの「ゲーム紹介」よりご確認ください。  

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/concept/game.php 

最新トレーラー映像はこちら https://www.youtube.com/watch?v=_RRboKI1CPc 

 

◇タイトル概要 

タイトル名：機動戦士ガンダムオンライン 

プラットフォーム：Windows® PC (8/10) 

利用料金：基本無料＋アイテム課金 

公式サイト：https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/ 

Twitter 公式アカウント：@GundamOnline (https://twitter.com/GundamOnline) 

開発・運営元：株式会社バンダイナムコオンライン   著作権利表記：©︎創通・サンライズ ©︎創通・サンライズ・MBS 

 

公式 LINE アカウント友だち登録キャンペーン実施中！ 

QR コードから『機動戦士ガンダムオンライン』公式 LINE アカウント(@gundamonline)を友だち登録 

して、DX ガシャコンチケット 1 個を GET 入手しよう！ 

 

 

============================================================== 

◇株式会社バンダイナムコオンラインについて https://www.bandainamco-ol.co.jp/ 

当社は、2009 年にバンダイナムコゲームス(現・バンダイナムコエンターテインメント)から分社して設立され、各種デバイス向けオン

ラインゲームの企画・開発・運営を行っています。 

IP(キャラクター)を利用したコンテンツ展開と、自社で開発～運営まで一貫して行っているという点を強みとしており、加えて、会社

として次の中長期を支える看板タイトルやオリジナル IP の立ち上げに注力しています。 

また、2014 年より中国でのサービス展開を開始しており、今後、ワールドワイドに楽しんでいただけるオンラインゲームの提供を積

極的に行っていきます。 

https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/concept/game.php
https://www.youtube.com/watch?v=_RRboKI1CPc
https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/
https://twitter.com/GundamOnline
https://www.bandainamco-ol.co.jp/

