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Requiem」実装！
実装！
さらに「
さらに「休眠復帰キャンペーン
休眠復帰キャンペーン」「
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」「新規登録キャンペーン
新規登録キャンペーン」
キャンペーン」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、以下ゲームポット）は、WindowsR 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10 月25 日（火）定期メンテナンス終了後より大型アップデート「Saint’s Requiem」
を実装いたします。

大型アップデート
大型アップデート実装
アップデート実装！
実装！

本日 10 月 25 日（火）定期メンテナンス終了後より、大型アップデート「Saint’s Requiem」を実装いたし
ます。
今回のアップデートでは、神剣「セイントフォースキャリバー」を実装！ 「セイントフォースキャリバー」
とは、同一サーバー内で 1 人しか持つことのできない新武器です！
さらに、強力な BOSS「黄金色夕焼けのバイカリタン」が出現する新ミッションフィールド「セイントアイラ
ンド」を実装いたします。
この機会にぜひ神剣を手に入れてください！

大型アップデートの
大型アップデートの特設
アップデートの特設サイトに
特設サイトに関
サイトに関しましては、
しましては、下記 URL をご覧
をご覧ください。
ください。
http://www.cabal.jp/event/upgrade1
http://www.cabal.jp/event/upgrade13
event/upgrade13/

「休眠復帰キャンペーン
休眠復帰キャンペーン」
キャンペーン」を開催！
開催！

本日 10 月 25 日（火）定期メンテナンス終了後より、11 月 22 日（火）定期メンテナンス開始前までの期
間中、「休眠復帰キャンペーン」を開催いたします。期間中、キャンペーン対象者の方がゲームにログイ
ンするとたくさんのゲーム内アイテムが貰えます！ お見逃しなく！

【開催期間】
2011 年 10 月 25 日（火）定期メンテナンス終了後～2010 年 11 月 22 日（火）定期メンテナンス開始前
【キャンペーン対象者】
ゲームへの最終ログイン日が 90 日以前のアカウント
【プレゼントアイテム】
対象となる
対象となる条件
となる条件

プレゼントアイテム

アカウント内にキャラクターがいない場合

・ブレッシングビード - Plus 4 時間 5 個

アカウント内キャラクターのレベルが
Lv.100 以下の場合

・ブレッシングビード - Plus 4 時間 5 個
・期間制 装備一式

アカウント内キャラクターのレベルが
Lv.101 以下の場合

・ブレッシングビード - Plus 4 時間 3 個
・ブレッシングビード経験値増加 100% 4 時間 3 個
・ブレッシングビード AXP 増加 100% 4 時間 3 個
・アストラルボード K-Red 14 日
・アミュレットオブペイン+6 14 日

※各アイテムの配布は 1 回のみとなります
※アイテムはキャッシュインベントリに配布されます
※装備一式はアカウント内にいる一番レベルの高いキャラクターに対応した装備が配布されます

◆さらに！ 下記条件を満たすアカウントには追加でアイテムをプレゼント致します。

【条件】
CBT 開始時～2009 年 12 月 31 日までにアカウントを作成し、
最終ログインが 2008 年 1 月 1 日～2011 年 7 月 26 日のアカウントの方
【プレゼントアイテム】
・ブレッシングビード Plus 1 日 1 個
・SILVER カード(NAS)
【プレゼントアイテム配布日】
ゲームにログインした日の翌週定期メンテナンス時

「新規登録キャンペーン
新規登録キャンペーン」
キャンペーン」開催！
開催！

本日 10 月 25 日（火）定期メンテナンス終了後より、11 月 22 日（火）定期メンテナンス開始前までの期
間中、「新規登録キャンペーン」を開催いたします。期間中、新規登録した方がゲームにログインすると
ゲーム内アイテムが貰えます。ぜひこの機会に『CABAL ONLINE』を始めてみてください！

【キャンペーン期間】
2011 年 10 月 25 日（火）定期メンテナンス終了後～2010 年 11 月 22 日（火）定期メンテナンス開始前
【プレゼントアイテム】
・HP ポーション（中） 500 個
・MP ポーション（中） 500 個
・アストラルボード K-Sky 7 日間
・ブレッシングビード経験値増加 25% 2 時間 2 個
・ブレッシングビードスキル経験値増加 25% 2 時間 2 個
【注意事項】
※アカウントを作成し、1 回目のゲームログイン時にアイテムが配布されます。
※アイテムの配布は 1 アカウントにつき 1 度限りです。

『CABAL ONLINE
ONLINE』
LINE』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。

・スリリングな体験
・スリリングな体験ができるクエストダンジョン
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
・エンディングに向かって突
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。
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株式会社ゲームポットについて
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。（ http://www.gamepot.co.jp/ ）
オンラインゲーム
CABAL ONLINE
ファンタジーアース ゼロ
スカッとゴルフ パンヤ
ペーパーマン
トキメキファンタジー ラテール
コンチェルトゲート フォルテ
ブラウザ封神演義
ハウリングソード
メビウスオンライン
Wizardry Online
Livly Island COR
アヴァロンの鍵 ONLINE
アルテイルネット
THE SHOGUN
ソーシャルゲーム
童話スピリッツ
狩りとも
ミニチュアガーデン
Alteil バトル RPG
ネイビーウォーズ
わグルま！
青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ

http://www.cabal.jp/
http://www.fezero.jp/
http://www.pangya.jp/
http://www.paperman.jp/
http://www.latale.jp/
http://www.cgf.jp/
http://buraho.jp/
http://www.hs-online.jp/
http://mebius-online.jp/
http://www.wizardry-online.jp/
http://www.livly.com/
http://www.avalon-online.jp/
http://www.alteil.jp/

http://www.theshogun.jp/
http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/
http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/
http://yahoo-mbga.jp/43086316/diary/823168547
http://www.alteil.jp/mobile/
http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/
http://www.waguruma.jp/
http://company.gamepot.co.jp/special/hamonepu/

