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『オンラインカート ステアDASH』更に楽しくなり 10 月 17 日（水）17：00 よりスタート！ 

～イベント/キャンペーンでスペシャルアイテムをゲットしよう～ 

 

オンラインゲームの開発・運営を行う株式会社ゲームポット（東京都港区）は、Windows®用オン

ラインカートゲーム『オンラインカート ステア DASH』のオープンβテストを、10 月 17 日（水）17:00

より開始する事を決定しました。 

 

 『オンラインカート ステア DASH』は 2007 年 10 月 17 日（水）、17：00 よりオープンβテストを

開始します。『オンラインカート ステア DASH』は、『旧オンラインカート ステア』のシステム・魔法・

コースレイアウトなどさまざまな要素を一新し更に楽しむ事が出来るオンラインカートゲームです。

開始に併せ、プレイヤーの皆様からプレイ動画を投稿していただく【オンラインカート ステア 

DASH ムービーコンテスト】や、期間中に段階的に指定したレース回数に到達する度にプレゼント

がもらえる【ステアの上にも 20 回キャンペーン】など、合計 4 つのイベント・キャンペーンを開催し

ます。 

 

■『オンラインカート ステアDASHオープンβテスト』実施要綱■

開始日時 2007 年 10 月 17 日（水） 17：00 より 

参加条件 どなたでもご参加頂けます 



新クライアントダウンロード先 http://kart-steer.jp/01_download.html

新クライアントダウンロード開始日 10 月 16 日（火）17:00～ 

※『オンラインカート ステア DASH』では、旧オンラインカート ステアで使用していたクライアントは

ご利用いただけませんので、アンインストール後、新たに『オンラインカート ステア DASH』用の新

クライアントをダウンロードし、インストールを行いご利用ください。また、新クライアントのダウンロ

ード開始は 10 月 16 日（火）17：00 開始となります。 

 

■新コース【ラマイリンク】を追加！既存コースもリニューアル■ 

 大規模リニューアルに伴い、新コース【ラマイリンク】を追加いたします。 

 

【ラマイリンク】は常夏の島であるラマイ島に作られたサーキットです。暖かい気候からか、ラマ

イ島に住む人々は温厚な性格が多い事で知られています。そんな人々が住む島に作られたラマ

イリンクは勝ち負けよりも誰でも気軽に楽しめるコースというコンセプトを基に設計されました。道

幅が広く、１周が短いこのコースは初心者の方も上級者の方も、みんなで楽しめるコースです。 

 

◆ラマイリンクイメージ◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そして既存コースである、【インフィニットドラゴン】【インフィニットドラゴン２】【ドラゴンフォールズ】

【メンヒル鉱山】【メンヒル鉱山２】【ツンドラゴン】【ツンドラゴン２】【マンドラゴラ遺跡】の全 8 コース

全てを大リニューアルしました。より魅力的で、刺激的なコースに生まれ変わり、誰でも楽しめる

要素が盛りだくさんですので、皆様是非体験してください。 

 

◆リニューアルコースイメージ◆ 

http://kart-steer.jp/01_download.html


■新魔法を追加！既存魔法も一新■ 

 『オンラインカート ステア DASH』では、新規追加魔法と旧ステアで使用されていた既存魔法の

一部を併せ、全 8 種類の魔法で更に白熱したレースを楽しめるようになりました。一新された魔法

の名前と効果につきましては、以下をご覧ください。 

 

◆魔法名と効果◆ 

アイコン 名前 効果 

 

 
カソーク 一時的にステアの速度が上昇する 

 

 
マジカソーク カソークより長くにステアの速度と旋回性が上がる 

 

 
オイール 

魔法で出来たオイルを前方/後方に投げ、着弾地点にオ

イルの塊を設置する。オイルの塊を踏むと減速する 

 

 
ジャマース 

路面上に障害物を設置し、 

カートの進路を妨害する。当たるとステアは減速する 

 

 
バーニング 

自ステアの正面に居るプレイヤーに向かって火の玉を

発射し、命中したプレイヤーのステアを減速させる 

 

 
ヨケール 

バーニングを高確率で分身して避ける 

たまに当たる時がある 

 

 
マジスベール 

一定時間、一位を走っているプレイヤーを雪ダルマに 

変化させ、ハンドル操作をききづらくする 

 

 
シャボーン 

自分より前のプレイヤー全員を泡で包み込み、泡は

徐々に大きくなる。その泡が破裂すると減速する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆『オンラインカート ステアDASH』リニューアル内容◆ 

オンラインカート ステア DASH 

リニューアル内容について 

・ステアの挙動を改善 

・ステアの商品ラインナップを一新 

・ステアのカスタマイズパーツを大量追加 

・魔法のグラフィックを変更 

・魔法の種類を大幅に変更 

・ライセンスを廃止し、レベルに変更 

・ライセンスによるチャンネル制限を廃止し、 

ステアの性能によるチャンネル制限に変更 

・コースレイアウトの大幅改善 

・新コース『ラマイリンク』の追加 

・インターフェース類の一新 

・WEB からの起動を廃止し、exe 起動へ変更 

・キャラクター衣装の能力を新規に追加 

 

 



■山盛り沢山！イベント・キャンペーン情報■

 『オンラインカート ステア DASH』開始に併せ、合計 4 つのイベント・キャンペーンを開催します。

各イベント・キャンペーンの詳細は以下の通りとなります。 

 

◆『オンラインカート ステアDASH』ムービーコンテスト◆ 

 10 月 17 日（水）17:00～11 月 14 日（水）の定期メンテナンス

前までの間、ステア DASH のプレイ映像を投稿していただいた

方全員に【スペシャルウィング】をプレゼントいたします。特に

面白かった/凄かった映像は優秀作品として毎週発表し、1 週

～4 週までに選ばれた全受賞作品は、ステア DASH のプロモ

ーションムービーとして 1 本の作品に編集し公開します。優秀

作品は毎週 1 作品とは限りませんので、皆様どしどしご応募

下さい。 

 

開催日程 10 月 17 日（水）17:00～11 月 14 日（水）の定期メンテナンス前まで 

参加条件 投稿フォームより、ステアのプレイムービーを投稿していただく事 

プレゼント内容 投稿者全員に【スペシャルウィング】をプレゼント 

プレゼント配布時期 映像を投稿していただいた日から一番近い定期メンテナンス時 

※優秀賞の発表は、10 月 25 日（木）/11 月 1 日（木）/11 月 8 日（木）/11 月 15 日（木）となります。 

※【スペシャルウィング】はスプリガン(B)専用となります。 

 

◆DASHでGOGOキャンペーン◆ 

10 月 17 日（水）17:00～11 月 14 日（水）の定期メンテナンス

前までの間、1 回でもステア DASH にログインした方全員に

500PP をプレゼントします。これからステア DASH を始める方

から既にステアに登録していただいている方まで、どなたでも

ご参加いただけます。 

 

開催日程 10 月 17 日（水）17:00～11 月 14 日（水）の定期メンテナンス前まで 

参加条件 ステア DASH に 1 度でもログインしていただく事 

プレゼント内容 500PP 

プレゼント配布時期 ステア DASH 初回ログイン時に配布となります 

※一部のユーザー様において、配布に多少タイムラグが生じる場合がございます。確認後、配布

されていない場合は、再度ログインを行ってください。 

 



◆ステアの上にも 20 回キャンペーン◆ 

10 月 17 日（水）17:00～11 月 14 日（水）の定期メンテナンス

前までの間、ステア DASH にログインしていただき、10 回以上

レースをしていただいた方に 500PP をプレゼントいたします。

また、20 回以上レースをしていただいた方には、今しか貰えな

い【スペシャルタイヤ】をプレゼントいたします。 

 

開催日程 10 月 17 日（水）17:00～11 月 14 日（水）の定期メンテナンス前まで 

参加条件 ステア DASH で 10 回以上レースしていただく事 

プレゼント内容 10 回以上レースしていただいた方全員に 500PP をプレゼント。20 回

以上レースしていただいた方全員に【スペシャルタイヤ】をプレゼント 

プレゼント配布時期 10 回・20 回以上レースをしていただいた日から一番近い定期メンテ

ナンス時に配布いたします。 

※【スペシャルタイヤ】はスプリガン(B)専用となります。 

 

◆長期プレイありがとうキャンペーン◆ 

今までステアを支えていただいた皆様に感謝の気持ちをこ

めて、10 月 12 日（金）8:00 以前にオンラインカート ステアにコ

ンテンツアカウント登録をしていただいた方全員に、500PP を

プレゼントいたします！更に面白くなった『オンラインカート ス

テア DASH』をこれからも楽しんでください。 

 

開催日程 10 月 17 日（水）17:00 

参加条件 10 月 12 日（金）8:00 以前に『オンラインカート ステア』にコンテンツア

カウント登録をしていただいた方全員 

プレゼント内容 500PP 

プレゼント配布時期 10 月 17 日（水）17:00、ステア DASH 開始時 

 

イベント・キャンペーンの更に詳しい情報が掲載されている、『オンラインカート ステア DASH』イベ

ント・キャンペーン特設サイトは、10 月 17 日（水）17:00 よりオープンとなります。特設サイトは、公

式サイトよりご覧いただけます。イメージを一新！『オンラインカート ステア DASH』のあらゆる情

報が掲載されている公式サイトは以下をご覧ください。 

『オンラインカート ステア DASH』公式サイト http://kart-steer.jp/

 

http://kart-steer.jp/


『オンラインカート ステア DASH』は無料で楽しむことができるオンライン対戦カートゲームで、か

わいいキャラクターと、自分でカスタマイズできるカート【ステア】を操り、各コースを走り抜けます。

簡単な操作方法で、パソコンゲーム初心者でも、すぐに楽しめるのが特徴です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

走りを追求し、設計されたコースの数々 派手な魔法演出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡単操作で快適な走り 多彩なコースギミック 

 



 

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。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/ 

オンラインカート ステア http://kart-steer.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.jp/ 

君主 online http://www.kunshu.jp/ 

CABAL ONLINE http://www.cabal.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/ 

APPLESEED ONLINE CARD TACTICS http://www.appleseedonline.jp/ 

疾走、ヤンキー魂。 http://www.yantama.jp/ 

 


