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『CABAL ONLINE』ゲームポットとアスクが共同で推奨グラフィックス・ボードリリース 

～19 日より ATI コラボレーションキャンペーン開催！ゲーム内でロゴを集めよう！～ 

 

株式会社ゲームポット（東京都港区、代表取締役社長：植田修平、以下ゲームポット）は、株式

会社アスク（本社：東京都千代田区、代表取締役：武藤和彦、以下アスク）と共同で、ATI Radeon™ 

GPU 搭載の Windows®用スタイリッシュアクション MMORPG『CABAL ONLINE（カバルオンライン）』

推奨グラフィックス・ボードをリリースします。リリースに併せて、19 日より ATI コラボレーションキャ

ンペーンを開催します。 

 

 

『CABAL ONLINE』推奨グラフィックス・ボードリリース！ 

特典としてゲーム内アイテム「アストラルボード」３０日分が付属！！ 

 

『CABAL ONLINE』初となる推奨グラフィックス・ボードとして、ATI 

Radeon™ X1950PRO / X1650XT を搭載した TUL 社製「PowerColor X1950 

PRO / PowerColor X1650 XT」シリーズを、2006 年 12 月中旬以降アスクよ

り販売します。 『CABAL ONLINE』推奨グラフィックス・ボードには、特典ア

イテムの「アストラルボード Green 30 日分」が付いています。 アイテムの

配布は 2007 年 1 月以降を予定しており、詳細につきましては 19 日よりオ

ープン予定の「CABAL ONLINE 公式 ATI コラボレーション特設ページ」を

ご参照ください。 

 

 

 

『CABAL ONLINE』公式 ATI コラボレーション特設ページ（19 日オープン予定）：

http://www.cabal.jp/event/ATI 

 



 

 

＜ 製品概要 ＞ 

■ATI Radeon™ X1950 PRO GPU 搭載 

■256-bit、256MB GDDR3 メモリー搭載 

■コア／メモリークロック数 ： 600 / 1400MHz 

■Dual DVI-I / VIVO(HDTV)出力（Dual Link サポート） 

■PCI Express X16 バスタイプ 

商品コード：VD2186 

型番：X195PRO-D2VIVO-P256D3/A57C-TVD 

JAN コード：4537694060523 

発売時期：2006 年 12 月 20 日以降予定 

予想市場価格：32,000 円前後 

 

■AGP X8 バスタイプ 

商品コード：VD2234 

型番：X195PRO-D2VO-A256D3/A57CG-TD3 

JAN コード：4537694062732 

発売時期：2006 年 12 月末予定 

予想市場価格：34,800 円前後 

 

■ATI Radeon™ X1650 XT GPU 搭載 

■128-bit、256MB GDDR3 メモリー搭載 

■コア／メモリークロック数 ： 575 / 1380MHz 

■Dual DVI-I / S-Video(HDTV)出力（Dual Link サポート） 

■PCI Express X16 バスタイプ 

商品コード：VD2217 

型番：X165XT-D2-P256D3/R56C-TD3 

JAN コード：4537694061681 

発売時期：2006 年 12 月 20 日以降予定 

予想市場価格：23,000 円前後 

 

■AGP X8 バスタイプ 

商品コード：VD2235 

型番：X165XT-D2VO-A256D3/A56CG-TD3 

JAN コード：4537694062749 

発売時期：2006 年 12 月末予定 

予想市場価格：26,800 円前後 



 

 

  

ATI Radeon™ X1950 PRO ATI Radeon™ X1650 XT 

 

 

パッケージに未公開イラストを採用！ 

 
勢揃いした CABAL キャラクターたち（※壁紙としてご利用いただけます。） 

 

コラボレーションパッケージには『CABAL ONLINE』のキャラクターイメージが使われており、そ

の中でも“ブレーダー（中央右）”の画像は今回初公開となります。 

 



 

 

12月19日よりゲーム内キャンペーン実施！ATIロゴを集めて豪華景品をゲット！！ 

 

ATI Radeon™ GPU搭載『CABAL ONLINE』推奨グラフィックス・ボードの発売を記念して、12月19

日より「ATIコラボレーションキャンペーン」を開催します。 期間中にゲーム内のモンスターからドロ

ップするアイテム「ATIロゴ」を集め『CABAL ONLINE』公式ATIコラボレーション特設ページから応

募すると、抽選で8名様にATI Radeon™ GPU搭載『CABAL ONLINE』推奨グラフィックス・ボードを、

総計68名様に豪華景品をプレゼントします。 さらに、集めたロゴの数の上位3名（3ワールド合計9

名）の方にも豪華賞品をプレゼントします。 

【応募方法】 

ゲーム内でロゴを100枚以上集め、期間終了時に所持することで、応募とな

ります。（1アカウント1口まで） 

【対象モンスター】 

全てのモンスターから低確率でドロップ 

【実施期間】 

2006年12月19日（火）メンテナンス後 ～ 1月16日（火）メンテナンス前まで 

【抽選賞品】 

TUL社製 ATI Radeon™ X1950 PRO  3名 

TUL社製 ATI Radeon™ X1650 XT  5名 

ゲーム内アイテム「ペット トログロ」  20名 

ゲーム内アイテム「ペット ガリ」   20名 

ゲーム内アイテム「ペット ラビットホーン」  20名 

【TOP3賞品】（各3ワールド対象） 

1位 TUL社製 ATI Radeon™ X1950 PRO＋ゲーム内レアアイテム「アストラルバイク」 

2位 TUL社製 ATI Radeon™ X1650 XT＋ゲーム内レアアイテム「アストラルバイク」 

3位 Razer社製 光学マウスDiamondback Salamander RZD-1600S-JP＋「アストラルバイク」 

 ※グラフィック・ボードはご当選された際に、AGP又はPCI-Eをお選びいただけます。 

  

ATIロゴイメージ（表） ATIロゴイメージ（裏） 

※画面は開発中のものです。 

『CABAL ONLINE』公式 ATI コラボレーション特設ページ（19 日オープン予定）：

http://www.cabal.jp/event/ATI 

 

アストラルバイク 

 

RZD-1600S-JP 



 

 

『CABAL ONLINE』について 

新たに開発された高速グラフィックスエンジンにより、スペックの低い PC でも、3Dの美しく精度の高い描画をスタイ

リッシュに再現します。 地を這う斬撃や、乱れ舞う剣舞などのバトルアクションが、豪快さと風格をもたらします。 

 

・スリリングな体験ができるクエストダンジョン 

インスタントダンジョン、パーティダンジョン等の多様なダンジョンモードも搭載され、スキル攻撃とコンボ攻撃を組

み合わせた華麗な戦闘スタイルを演出します。自分のレベルに見合ったモンスターの居場所を突き止めたり、マッ

プ間の移動をサポートしたりする GPS システムも大きな特徴です。 

 

・エンディングに向かって突き進む、ドラマティックなクエスト 

膨大なクエストが次々に展開されることで、世界観を楽しみながらプレイの目的がユーザーに与え続けられること

も大きな魅力です。MMORPG の枠を超えたアドベンチャー要素も加わり、これまでに無いスリルや達成感を味わう

ことができます。 

 

株式会社アスクについて 

株式会社アスクは、コンピュータ周辺機器の輸入商社です。主に米国、台湾、韓国などの最先端かつ 

ユニークな製品を国内のコンピュータユーザーの皆様に紹介提供をしております。現在 Advanced  

Micro Devices, Inc. (ATI グラフィックス製品)、Albatron Technology, TUL CORPORATION  

(PowerColor), SAPPHIRE TECHNOLOGY, ELSA JAPAN、ATTO Technology、Keyspan、 

NYKO など多数の海外メーカーの代理店をしております。  

■設 立 ：1997 年 12 月  

■資 本 金 ：1500 万円  

■代 表 者 ：武藤 和彦（代表取締役）  

■事 業 内 容 ：電子機器、電子部品などの設計、製造、販売及び輸出入  

コンピュータ関連機器、ソフトウェアの設計  

開発、製造、販売及び輸出入  

コンピュータの開発、製造、販売及び輸出入  

※アスク社は、TUL 社製品の正規代理店です。  

 

 



 

 

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。株式会社ゲームポットは 2005 年 12 月 20 日に札幌証券取引所アン

ビシャスへ上場致しました。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。 

 

ゲームポット http://www.gamepot.co.jp/ 

CABAL ONLINE http://www.cabal.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.jp/ 

プチコミ http://www.puchikomi.jp/ 

君主 http://www.kunshu.jp/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ 

Level-R http://www.level-r.jp/ 

モンスターファームオンライン http://www.mf-online.jp/ 

オンラインカート ステア http://kart-steer.jp/ 

 

 


