
 

 

 

      

 

平成23 年10 月18 日 

各位 

会社名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

『『『『アルテイルネットアルテイルネットアルテイルネットアルテイルネット』』』』本日本日本日本日10101010月月月月18181818日日日日（（（（火火火火））））カードカードカードカードをたくさんをたくさんをたくさんをたくさんゲットゲットゲットゲットしようしようしようしよう！！！！    

コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーションＳＰＳＰＳＰＳＰキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン開催開催開催開催！！！！    

    

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（東京都品川区、代表取締役社長：植田修平）は、オン

ラインカードゲームコミュニティ「Alteil.Net」（以下「アルテイルネット」）にて、株式会社ガマニアデジタルエンターテイ

ンメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長 ： 浅井清）が運営するポータルサイト「ガマニア」ならびに、課金プ

ラットフォーム「GASH」と協力し、本日10 月18 日（火）12：00 より 11 月14 日（月）9：59 までの期間中、「コラボレーシ

ョン SP」キャンペーン（以下、本キャンペーン）を開催いたします。 

 

本キャンペーンでは、ポータルサイト「ガマニア」を経由して「アルテイルネット」に新規ご登録されたお客様全員

に、即戦力となる「強力カード 36 枚」をプレゼントいたします。 

さらに、「GASH ポイント」で「アルテイルネット」のゲーム内通貨「グラン」（以下、「グラン」）を一定数購入していた

だいたお客様に、集めると最高レアリティカードと交換することができる「ポイントカード」をもれなくプレゼント！ こ

の機会に、強力なカードを手に入れてください！ 

 

 

■■■■新規登録特典新規登録特典新規登録特典新規登録特典～～～～登録登録登録登録するだけでするだけでするだけでするだけで強力強力強力強力カードカードカードカードをををを 36363636 枚枚枚枚プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント！～！～！～！～    

期間中、ポータルサイト「ガマニア」を経由して「アルテイルネット」に新規ご登録されたお客様全員に、「ア

ルテイルネット」ゲーム内で即戦力となる「強力カード」12 種類各3 枚、計36 枚をプレゼントいたします！ 

この強力カードをファイルに組み込むことで、ファイルを強化させることができます！ 

 

強力強力強力強力カードカードカードカード達達達達はこちらはこちらはこちらはこちら！！！！    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

■1 列目 

祝福の神官戦士/戦闘用魔法少女/ 

東方の女剣士/人魚族の人化剣士 

 

■2 列目 

太陽王国の白銀騎士/戦闘用魔法少女【覚醒型】/ 

荒ぶる野武士/二丁拳銃の海賊 

 

■3 列目 

聖光の剣士『ラフィーレ』/黒迅槍『オノリーヌ』/ 

豚王の忘れ形見『リーナ』/喪失者『アスベル』 

 



 

 

 

      

【開催期間】 

 2011 年10 月18 日(火) 12:00～2011 年11 月14 日(月) 9：59 まで 

    

【プレゼント配布について】    

新規ご登録後、「アルテイルネット」のアカウントに自動的に付与されます。 

ゲームログイン後、「ファイル編集画面」にてご確認いただけます。 

 

■■■■GASHGASHGASHGASH 決済特典決済特典決済特典決済特典        ～～～～GASHGASHGASHGASH 決済決済決済決済でレアカードとでレアカードとでレアカードとでレアカードと交換交換交換交換できるできるできるできる「「「「ポイントカードポイントカードポイントカードポイントカード」」」」プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント！～！～！～！～    

本日 10 月 18 日（火）12:00 より、2011 年 11 月 14 日（月）9:59 までの期間中、GASH 決済にてグラン（ゲーム内通

貨）を購入されたお客様全員に、合計5,000GASH ポイント分毎に、「ポイントカード」を 10 枚プレゼントいたします。 

※「ポイントカード」を集めると最高レアリティカードと交換することができます！  

この機会にぜひ「ポイントカード」を手に入れてください。 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

【プレゼントの配布について】 

 2011 年11 月28 日（月）定期メンテナンス時に、対象のお客様のゲームアカウントに追加させていただきます。 

 

 

 

【注意事項】 

※期間中の「GASH ポイント」でのご購入額の総額にて集計いたします。 

※期間中の「GASH ポイント」利用額の合計が 5,000 円以上となったお客様が対象となります。 

※合計5,000円以上毎にポイントカード10枚プレゼントいたします。合計10,000円以上購入された場合はポイントカ

ードを 20 枚プレゼント、合計15,000 円購入された場合は、ポイントカードを 30 枚プレゼントいたします。 

※一部のポータルサイトから「アルテイルネット」をご利用のお客様は、「GASH ポイント」をご利用いただく事ができ

ない場合がございます。本キャンペーンにご参加いただく際は、ご利用のポータルサイトの決済手段を必ずご確認

ください。 

 

■■■■GASHGASHGASHGASH××××Alteil.NetAlteil.NetAlteil.NetAlteil.Net        キャンペーンキャンペーンキャンペーン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://service.gamania.co.jp/alteilnet/cp/111018 

交換可能交換可能交換可能交換可能カードカードカードカード例例例例    

▲ポイントカード ▲花騎士団『イライア』 ▲冥府の船『アウレーリエ』 



 

 

 

      

 

「「「「GASHGASHGASHGASH」」」」    についてについてについてについて    

「GASH(ギャッシュ)」とは、ガマニアがWeb サイト上でご提供するエンターテインメント（GASH コンテンツ）をお楽しみい

ただくためのポイントシステムで、各種クレジットカード、コンビニエンスストア各店、郵便局ATM、EZWeb、各種電子マネー、

ISP 各社等、さまざまなチャネルでの決済が可能となっております。GASH コンテンツご利用の際には、GASH アカウント

を取得していただく必要があり、またコンテンツをご利用いただく際には、コンテンツ毎のアカウントが必要です。 

有料コンテンツやサービスをご利用の際には、GASH ポイントをご購入いただく必要がございます。 

ご購入いただいたポイントを、お客様のGASH アカウントにチャージしていただくと、コンテンツやサービスをご利用いた

だく際にお客様のアカウントからポイントが引き落とされます。 

GASH アカウントの取得・ご利用にあたっては、料金は一切かかりません。また、ポイントを継続して購 

入されない限り、料金がかかることはありませんので、面倒な退会手続きは不要です。 

 

株株株株式会社式会社式会社式会社ガマニアデジタルエンターテインメントについてガマニアデジタルエンターテインメントについてガマニアデジタルエンターテインメントについてガマニアデジタルエンターテインメントについて    

2001年8月、台湾・台北縣にある本社（中国語名：遊戯橘子数位科技股分有限公司）の日本支社として設立。台湾でのオ

ンラインゲーム運営実績から得たノウハウを活かして、日本でのオンラインゲームコンテンツの開発、サービス、運営を

行っています。オンラインゲームを通してお客様に今までと違ったゲームの楽しみを提供、さらに新たなるゲームの可能

性を追求いたします。  

現在日本では自社運営タイトルとして、『ルーセントハート』、『DIVINA（ディビーナ）』、『Web 恋姫†夢想』、『キングダムサ

ーガ』、『エターナルカオス NEO』、『巨商伝』を配信しており、他社との提携事業においては、弊社独自の課金システム

「GASH」を提供しています。また、携帯電話コンテンツ事業では、docomo、au、SoftBank 公式サイト『ネットゲームチャンネ

ル』サービスを運営しております。 

 

設 立 ： 2001 年8 月  

資 本 金 ： 3 億3,000 万円（2010 年12 月現在）  

社 員 数 ： 95 名（2010 年12 月現在）  

代 表 者 ： 代表取締役社長 ： 浅井 清  

事 業 内 容 ： オンラインゲームの運営、課金プラットフォームビジネス  

ガマニア公式WEB サイト ： http://www.gamania.co.jp/  

ルーセントハート ： http://lh.gamania.co.jp/  

DIVINA（ディビーナ） ： http://dn.gamania.co.jp/  

Web 恋姫†夢想 ： http://kh.gamania.co.jp/  

キングダムサーガ： http://ks.gamania.co.jp/  

エターナルカオス NEO ： http://ec.gamania.co.jp/  

巨商伝 ： http://kd.gamania.co.jp/  

ネットゲームチャンネル ： http://www.gamania.co.jp/mobile 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

      

アルテイルネットについてアルテイルネットについてアルテイルネットについてアルテイルネットについて     

2006 年 11 月からサービス開始を行い 75 万人の会員 ID を有する「アルテイルネット」※では、現在「アル

テイルⅡ ～銀陽帝大戦」（2008 年 11 月～）、「アルテイル ～神々の世界『ラヴァート』年代記」（2004 年 7

月～）、「ラヴァートヒーローズ」（2007 年 5 月）、「ナポレオン ～ラヴァート大決戦」（2008 年 3 月）、「アルテ

イル神経衰弱 ミラージュマスター」（2007年2月）の5つのカードゲームを配信しており、無料会員登録を行

うだけですぐにお楽しみいただけます。 

また、アルテイルネットはフラッシュプレイヤー（ Adobe Flash Player ）を用いて遊ぶことが出来る、国産オ

ンラインカードゲームコミュニティとしての地位を確立しており、ダウンロードすることなくすぐにお楽しいた

だけることが最大の特徴となっております。※2006 年11 月よりアルテイルは「アルテイルネット」に統合 

©Gamepot Inc. All Rights Reserved. / ©CoreEdge 

 

■■■■アルテイルアルテイルアルテイルアルテイル    コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ公式公式公式公式 WEBWEBWEBWEB サイトサイトサイトサイト    

・アルテイルネット公式ページ 

http://www.alteil.jp/top.php?release 

・アルテイルⅡ ～銀陽帝大戦 公式ページ 

http://www.alteil.jp/alteil2/ 

・アルテイル ～神々の世界『ラヴァート』年代記 公式ページ 

http://www.alteil.jp/alteil/ 

・ラヴァートヒーローズ公式ページ 

http://www.alteil.jp/04_heros/ 

・ナポレオン ～ラヴァート大決戦 公式ページ 

http://www.alteil.jp/05_napoleon/ 

・アルテイル神経衰弱 ミラージュマスター公式ページ 

http://www.alteil.jp/03_mirage/ 

・アルテイルネットグッズ公式通販サイト コアダイレクト 

http://www.core-direct.jp/    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

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。(http://www.gamepot.co.jp/) 

オンラインゲームオンラインゲームオンラインゲームオンラインゲーム    

アルテイルネット http://www.alteil.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/    

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

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

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

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

コンチェルトゲート フォルテ http://www.cgf.jp/ 

ブラウザ封神演義 http://buraho.jp/ 

ハウリングソード http://www.hs-online.jp/ 

ウィローズ http://www.weros.jp/ 

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

アヴァロンの鍵ONLINE http://www.avalon-online.jp/ 

Wizardry Online http://www.wizardry-online.jp/ 

THE SHOGUN http://www.theshogun.jp/ 

ソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲーム 

童話スピリッツ    http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/ 

狩りとも http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/ 

ミニチュアガーデン http://yahoo-mbga.jp/43086316/diary/823168547 

Alteil バトル RPG http://www.alteil.jp/mobile/ 

ネイビーウォーズ http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/ 

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ http://company.gamepot.co.jp/special/hamonepu/ 

 


