
 

 
 

平成22 年7 月20 日 

各位 

会 社 名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

『『『『CABAL ONLINECABAL ONLINECABAL ONLINECABAL ONLINE』』』』待望待望待望待望のののの大型大型大型大型アップデートアップデートアップデートアップデート「「「「UPGRADE9.0 Secrets of Radiant HallUPGRADE9.0 Secrets of Radiant HallUPGRADE9.0 Secrets of Radiant HallUPGRADE9.0 Secrets of Radiant Hall」」」」実装実装実装実装！！！！    

新新新新ダンジョンダンジョンダンジョンダンジョン＆＆＆＆新新新新クエストクエストクエストクエストをををを遊遊遊遊びびびび尽尽尽尽くそうくそうくそうくそう！！！！    

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、代表取締役社長：植田修平、

以下ゲームポット）は、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）』において、本日 7 月20 日（火）、大型アップデート「UPGRADE9.0 Secrets of Radiant Hall」を実装致し

ます。また、実装を記念した各種キャンペーンも開催致します。 

 

『『『『CABAL ONLINECABAL ONLINECABAL ONLINECABAL ONLINE』』』』大型大型大型大型アップデートアップデートアップデートアップデート「「「「UPGRADE9.0 SecrUPGRADE9.0 SecrUPGRADE9.0 SecrUPGRADE9.0 Secrets of Radiant Hallets of Radiant Hallets of Radiant Hallets of Radiant Hall」」」」実装実装実装実装！！！！    

    

本日 7 月 20 日（火）の定期メンテナンスにて、大型アップデート「UPGRADE9.0 Secrets of 

Radiant Hall」を実装致します。 

「UPGRADE9.0 Secrets of Radiant Hall」では、新ダンジョン「イリュージョンキャッスル - ラディ

アントホール」、新DXダンジョン「カタコムプロスト」や、新クエスト「1日クエスト」が追加されます。 

新モンスターも続々登場！ 本日実装の「UPGRADE9.0 Secrets of Radiant Hall」を是非 

お楽しみください！ 

 

 

 

 

    

「UPGRADE9.0 Secrets of Radiant Hall」特設サイト 

http://www.cabal.jp/event/upgrade9/ 

 

 

 



 

 
 

イリュージョンキャッスルイリュージョンキャッスルイリュージョンキャッスルイリュージョンキャッスル    ----    ラディアントホールラディアントホールラディアントホールラディアントホール    登場登場登場登場モンスターモンスターモンスターモンスター    

  

  
    

    

    

    

カタコムプカタコムプカタコムプカタコムプロストロストロストロスト    登場登場登場登場モンスターモンスターモンスターモンスター    

  

  
 

 

 

 

    



 

 
 

「「「「UPGRADE9UPGRADE9UPGRADE9UPGRADE9.0 Secrets of Radiant Hall.0 Secrets of Radiant Hall.0 Secrets of Radiant Hall.0 Secrets of Radiant Hall」」」」実装記念実装記念実装記念実装記念！！！！夏夏夏夏のののの 5555 大大大大キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン各種開催各種開催各種開催各種開催！！！！    

●●●●初初初初めてさんごめてさんごめてさんごめてさんご優待優待優待優待＋＋＋＋レベルアップレベルアップレベルアップレベルアップでアイテムでアイテムでアイテムでアイテム GetGetGetGet キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン    

本日7 月20 日（火）メンテナンス後～8 月31 日（火）メンテナンス開始前までの期間中、 

「初めてさんご優待＋レベルアップでアイテム Get キャンペーン」を開催致します。 

各期間中、一定のレベル（20、40、65）に達したキャラクターにアイテムを配布致します。 

また、新規登録して頂いたアカウントには、1 週間プラチナ Plus チケットを付与致します。 

 

チャレンチャレンチャレンチャレンジジジジ期間期間期間期間 1111        7777 月月月月 20202020 日日日日～～～～8888 月月月月 3333 日日日日    

配布対象配布対象配布対象配布対象    レベル 20 以上になったキャラクター 

配布配布配布配布タイミングタイミングタイミングタイミング    8 月3 日定期メンテナンス終了時 

配布配布配布配布アイテムアイテムアイテムアイテム    ① ライフカプセル（中）TypeA×500 個 

② MP ポーション（中）×500 個 

 

チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ期間期間期間期間 2222        8888 月月月月 3333 日日日日～～～～8888 月月月月 17171717 日日日日    

配布対象配布対象配布対象配布対象    レベル 40 以上になったキャラクター 

配布配布配布配布タイミングタイミングタイミングタイミング    8 月17 日定期メンテナンス終了時 

配布配布配布配布アイテムアイテムアイテムアイテム    ブレッシングビード経験値増加 40％ 1 日×1 個 

 

チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ期間期間期間期間 3333        8888 月月月月 17171717 日日日日～～～～8888 月月月月 31313131 日日日日    

配布対象配布対象配布対象配布対象    レベル 65 以上になったキャラクター 

配布配布配布配布タイミングタイミングタイミングタイミング    8 月31 日定期メンテナンス終了時 

    

配布配布配布配布アイテムアイテムアイテムアイテム    

① シルバーカード ×1 個 

② ブレッシングビード PLUS 3 時間×1 個 

③ カオスボックス チケット ×1 個 

    

●●●●10101010％％％％もおもおもおもお得得得得！！！！プラチナチケットプラチナチケットプラチナチケットプラチナチケット plusplusplusplus 期間期間期間期間ボーナスキャンペーンボーナスキャンペーンボーナスキャンペーンボーナスキャンペーン    

本日 7 月 20 日（火）メンテナンス後～8 月 31 日（火）メンテナンス開始前までの期間中、「10％

もお得！プラチナチケット plus 期間ボーナスキャンペーン」を開催致します。 

  期間中、「プラチナチケット plus」の利用期間を 10％増加致します。 

 

【対象アイテム】 

・プラチナチケット Plus :90 日⇒99 日 

・プラチナチケット Plus 60 日⇒66 日 

・プラチナチケット Plus 30 日⇒33 日（※）  

 

※本商品を初めてご購入頂く方には『初めてパック・プラチナ』を販売させて頂きます！ 

（初回購入時のみ）通常価格148BP のところ、なんと 98BP にて販売！ 

更に、以下のアイテムが付いてきます！  

・SILVER カード（NAS）×1 個 

・ブレッシングビード経験値増加（50％）2 時間×2 個 

・バイオレットカオスランプ×1 個 

 



 

 
 

※各アイテムの詳細につきましては、ゲーム内にてご確認ください。 

※『初めてパック・プラチナ』の効果は『プラチナチケット Plus』と変わりません。 

    

    

●●●●各種各種各種各種経験値経験値経験値経験値＆＆＆＆アイテムアイテムアイテムアイテムドロップドロップドロップドロップ率率率率アップアップアップアップキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン    

本日 7 月 20 日（火）メンテナンス後～8 月 31 日（火）メンテナンス開始前までの期間中、「各種

経験値＆アイテムドロップ率アップキャンペーン」を開催致します。 

 下記の期間中、経験値25％増加、スキル経験値25％増加、ペット経験値 25％増加、ドロップ率

10％増加致します。 

 

 

【【【【7777 月月月月】】】】    

7 月23 日（金） 7 月24 日（土） 7 月25 日（日） 

7 月30 日（金） 7 月31 日（土）  

【【【【8888 月月月月】】】】    

8 月1 日（日）   

8 月6 日（金） 8 月7 日（土） 8 月8 日（日） 

8 月13 日（金） 8 月14 日（土） 8 月15 日（日） 

8 月20 日（金） 8 月21 日（土） 8 月22 日（日） 

8 月27 日（金） 8 月28 日（土） 8 月29 日（日） 

    

    

●●●●ログインでログインでログインでログインで BPBPBPBP とととと各種各種各種各種アイテムをアイテムをアイテムをアイテムを GETGETGETGET！！！！カムバックキャンペーンカムバックキャンペーンカムバックキャンペーンカムバックキャンペーン 

本日7月20日（火）メンテナンス後～8月31日（火）メンテナンス開始前までの期間中、「ログイ

ンで BP と各種アイテムを GET！カムバックキャンペーン」を開催致します。 

 期間中、下記対象となる皆様にもれなく、50BP（500 円相当）・ブレッシングビード Plus（7Day）・カ

オスボックス チケットをプレゼント致します。 

    

対象対象対象対象アカウントアカウントアカウントアカウント    

・ 2008 年6 月30 日までにキャラクターを作成したアカウント 

・ 最終ログインが 2009 年4 月1 日（水）～2010 年3 月26 日（金）のアカウント 

    

    

    

    

「ログインで BP と各種アイテムを GET！カムバックキャンペーン」特設サイト 

http://www.cabal.jp/event/comeback/2010720/ 

 

 

 

 

 



 

 
 

●●●●『『『『CABAL ONLINECABAL ONLINECABAL ONLINECABAL ONLINE』』』』オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル WebMoneyWebMoneyWebMoneyWebMoney カードカードカードカードをををを 100100100100 名様名様名様名様にプレゼントにプレゼントにプレゼントにプレゼント！！！！    

本日7月20日（火）メンテナンス後～8月24日（火）メンテナンス開始前までの期間中、「オリジ

ナル WebMoneｙプレゼントキャンペーン」を開催致します。 

下記の期間中、WebMoney にて 1 回 3,000 円以上チャージをして頂いた方を対象に、各期間中

抽選で 20 名様ずつ、計100 名様に 500POINT の『CABAL ONLINE』オリジナル WebMoney カード

プレゼント致します。 

 

第第第第 1111 弾弾弾弾    2010 年7 月20 日（火）メンテナンス終了後～2010 年7 月27 日（火）メンテナンス開始前 

第第第第 2222 弾弾弾弾    2010 年7 月27 日（火）メンテナンス終了後～2010 年8 月3 日（火）メンテナンス開始前 

第第第第 3333 弾弾弾弾    2010 年8 月3 日（火）メンテナンス終了後～2010 年8 月10 日（火）メンテナンス開始前 

第第第第 4444 弾弾弾弾    2010 年8 月10 日（火）メンテナンス終了後～2010 年8 月17 日（火）メンテナンス開始前 

第第第第 5555 弾弾弾弾    2010 年8 月17 日（火）メンテナンス終了後～2010 年8 月24 日（火）メンテナンス開始前 

 

是非、この機会にご利用頂き、オリジナル WebMoney カードを手に入れてください！ 

 

【【【【注意事項注意事項注意事項注意事項】】】】    

※応募方法は、期間中に WebMoney にて 1 回で 3,000 円以上チャージするだけで自動的に登録 

されます。 

※ご応募は 1 アカウントにつき 1 回のみとなります。 

※当選者の方には、キャンペーン終了後ご登録メールアドレス宛にご連絡致します。 

  その際に、メールに記載されている登録方法により住所等をご連絡いただく必要がございます。 

  送信後、8 月31 日(火)までにご住所の確認がされなかった場合、賞品の発送は行われません。 

  予めご了承ください。 

 

 

「「「「オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル WebMoneWebMoneWebMoneWebMoneｙｙｙｙプレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーン」」」」特設特設特設特設ページページページページ    

http://www.cabal.jp/event/webmoneycampaign/2010720/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

『『『『CABAL ONLINECABAL ONLINECABAL ONLINECABAL ONLINE』』』』についてについてについてについて    

新たに開発された高速グラフィックスエンジンにより、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・スリリングな・スリリングな・スリリングな体験体験体験体験ができるクエストダンジョンができるクエストダンジョンができるクエストダンジョン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・エンディングに・エンディングに・エンディングに向向向向かってかってかってかって突突突突きききき進進進進むむむむ、、、、ドラマティックなクエストドラマティックなクエストドラマティックなクエスト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。 
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株式会社株式会社株式会社株式会社ゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについて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、

現在、ソネットエンタテインメント株式会社の連結子会社です。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/ 

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

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.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/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

コンチェルトゲート フォルテ http://www.cgf.jp/ 

ロードオブゴッド http://www.lordofgods.jp/ 

君主online http://kunshu.postar.jp/ 

Postar http://www.postar.jp/ 

 


