
各位 

『『『『狩りとも狩りとも狩りとも狩りとも』×』×』×』×『『『『Fate/ZeroFate/ZeroFate/ZeroFate/Zero

限定ユニット限定ユニット限定ユニット限定ユニット

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

平 以下ゲームポット）は、「Mobage 

『狩りとも』において、株式会社アニプレックス（本社：

窓口の人気ＴＶアニメ『Fate/Zero

開始いたします。 

 

 

 

 

4 月 9 日（月）11：00 から 6 月

場いたします。「Fate/Zero ユニット

全6 種のラインナップとなって

きます。 

さらに「Fate/Zeroユニットガチャ」

の期間中、狩りとも登録済みの方全員に、

 

「Fate/Zero ユニットガチャ」のラインナップや全員プレゼント

などキャラクターの特徴をスキルとして実装しています。

め、ソーシャルゲームを初めてプレイする人

ます。 

ぜひこの機会に『狩りとも』をプレイしてみてはいかがでしょうか？

 

 

 

 

 

    

 

平成

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL  http://www.gamepot.co.jp/

 

Fate/ZeroFate/ZeroFate/ZeroFate/Zero』』』』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開始！開始！開始！開始！    「「「「Fate/ZeroFate/ZeroFate/ZeroFate/Zero ユニットユニットユニットユニット

限定ユニット限定ユニット限定ユニット限定ユニット「セイバー」「セイバー」「セイバー」「セイバー」が必ずもらえるが必ずもらえるが必ずもらえるが必ずもらえるキャンペーン開催キャンペーン開催キャンペーン開催キャンペーン開催！！！！

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

Mobage （モバゲー）（URL：http://mbga.jp）」にて提供中のソーシャルゲーム

アニプレックス（本社：東京都千代田区、代表取締役：夏目公一朗

Fate/Zero』（TOKYO MX、MBS他 にて 4 月7日より放送開始）とコラボレーションを

「「「「セイバー」をセイバー」をセイバー」をセイバー」を全員に全員に全員に全員に無料プレゼント無料プレゼント無料プレゼント無料プレゼント！！！！    

 

 

 

 

月 30 日（土）18：00 の期間中、狩りとも内に「Fate/Zero ユニット

ユニットガチャ」では、あのサーヴァントがユニットとして登場

種のラインナップとなっており、6 種類を全て集めると、特別な「セイバー/レア」を入手することがで

ガチャ」の販売開始を記念し、同4月9日（月）11：00から6

、狩りとも登録済みの方全員に、「セイバー」を 1 体無料でプレゼント！ 

のラインナップや全員プレゼントのユニットには、「風王結界

の特徴をスキルとして実装しています。狩りとも内でそれぞれ違った戦い方ができ

プレイする人でも、アニメの世界観を楽しみながら遊べる

ぜひこの機会に『狩りとも』をプレイしてみてはいかがでしょうか？ 

平成24 年4 月6 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

ユニットユニットユニットユニットガチャガチャガチャガチャ」」」」や、や、や、や、    

！！！！        

代表取締役社長：植田 修

）」にて提供中のソーシャルゲーム

夏目公一朗）が版権

とコラボレーションを

ユニットガチャ」が登

がユニットとして登場！ 

」を入手することがで

6月30日（土）18：00

、「風王結界」や「王の財宝」

狩りとも内でそれぞれ違った戦い方ができるた

遊べる内容となっており
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▼▼▼▼期間期間期間期間      

2012 年4 月9 日（月）11：00 ～

 

▼▼▼▼概要概要概要概要            

上記期間限定で、狩りとも内に「

ー」「ライダー」「ランサー」「バーサーカー」「キャスター」「アサシン」、

特別な「セイバー/レア」を入手できます

 

▼▼▼▼価格価格価格価格    

1 回300 モバコイン（初回のみ

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜セイバー＜セイバー＜セイバー＜セイバー////レアレアレアレア＞＞＞＞    

スキル：風王結界スキル：風王結界スキル：風王結界スキル：風王結界    

 

＜＜＜＜ランサーランサーランサーランサー＞＞＞＞    

スキル：スキル：スキル：スキル：2222 本の魔槍本の魔槍本の魔槍本の魔槍    

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『『『『Fate/ZeroFate/ZeroFate/ZeroFate/Zero』』』』コラボレーションガチャコラボレーションガチャコラボレーションガチャコラボレーションガチャ詳細詳細詳細詳細    
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～ 6 月30 日（土）18：00 

上記期間限定で、狩りとも内に「Fate/Zero ユニットガチャ」が登場いたします。登場する

ー」「ライダー」「ランサー」「バーサーカー」「キャスター」「アサシン」、全6種。この6種類を全て集めると、

を入手できます。 

モバコイン（初回のみ 100 モバコイン） 

    

    

＜＜＜＜アーチャーアーチャーアーチャーアーチャー＞＞＞＞    

スキル：王の財宝スキル：王の財宝スキル：王の財宝スキル：王の財宝    

 

＜＜＜＜ライダーライダーライダーライダー

スキル：王の軍勢スキル：王の軍勢スキル：王の軍勢スキル：王の軍勢

＜＜＜＜バーサーカーバーサーカーバーサーカーバーサーカー＞＞＞＞    

スキル：スキル：スキル：スキル：無毀なる湖光無毀なる湖光無毀なる湖光無毀なる湖光    

 

＜＜＜＜キャスターキャスターキャスターキャスター＞＞＞＞    

スキル：スキル：スキル：スキル：螺湮城教本螺湮城教本螺湮城教本螺湮城教本    
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登場するのは「アーチャ

種類を全て集めると、

ライダーライダーライダーライダー＞＞＞＞    

スキル：王の軍勢スキル：王の軍勢スキル：王の軍勢スキル：王の軍勢    

 

＜＜＜＜アサシンアサシンアサシンアサシン＞＞＞＞    

スキル：スキル：スキル：スキル：妄想幻像妄想幻像妄想幻像妄想幻像    

 



【【【【販売開始記念、全員プレゼントキャンペーン販売開始記念、全員プレゼントキャンペーン販売開始記念、全員プレゼントキャンペーン販売開始記念、全員プレゼントキャンペーン

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

▼▼▼▼期間期間期間期間   

2012 年4 月9 日（月）11：00 ～

▼▼▼▼概要概要概要概要            

上記の期間、1 人1 体限定で「セイバー

▼▼▼▼対象者対象者対象者対象者            

狩りともに登録済みのお客様    

▼▼▼▼プレゼント受け取り方法プレゼント受け取り方法プレゼント受け取り方法プレゼント受け取り方法        

狩りとも内キャンペーンページ

 

(C)Gamepot Inc, All rights Reserved.

(C)Nitroplus／TYPE-MOON・ufotable
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『狩りとも』とは、「巨大モンスター

巨大モンスターと戦い、最高のハンターランクを目指すソーシャル

プレイヤーはハンター部隊の隊長となり、ユニットと呼ばれる部隊を集め、モンスターを討伐します。ユ

ニットは合成できることが特徴で、見た目が変化するクラスチェンジの組み合わせは

り、会員数は 60万人を突破しました

    

■■■■    基本情報基本情報基本情報基本情報    

・ タイトル： 『狩りとも』 

・ 提供開始日： 2011 年5 月12日

・ 利用料金： 基本プレイ無料、アイテム課金制

・ URL：http://pf.mbga.jp/12004264

     http://sp.pf.mbga.jp/12004264

・ 対応機種： docomo/au/SoftBank

・ 利用条件： 「Mobage」への無料会員登録後、利用可能

 

 

販売開始記念、全員プレゼントキャンペーン販売開始記念、全員プレゼントキャンペーン販売開始記念、全員プレゼントキャンペーン販売開始記念、全員プレゼントキャンペーン】】】】    

～ 6 月30 日（土）18：00 

限定で「セイバー」を無料プレゼントいたします。 

    

    

狩りとも内キャンペーンページをご確認下さい。 

Gamepot Inc, All rights Reserved. 

ufotable・FZPC 
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『狩りとも』『狩りとも』『狩りとも』『狩りとも』    概要概要概要概要    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『狩りとも』とは、「巨大モンスター VS 僕達全員」をコンセプトに、他プレイヤーたちと協力して

巨大モンスターと戦い、最高のハンターランクを目指すソーシャル RPG です。 

プレイヤーはハンター部隊の隊長となり、ユニットと呼ばれる部隊を集め、モンスターを討伐します。ユ

ニットは合成できることが特徴で、見た目が変化するクラスチェンジの組み合わせは 35

万人を突破しました。 

日(木) 

基本プレイ無料、アイテム課金制 

64（フィーチャーフォン版） 

http://sp.pf.mbga.jp/12004264（スマートフォン版） 

docomo/au/SoftBank/AndroidOS/iOS 、FlashLite1.1対応機種（一部対応除く）

」への無料会員登録後、利用可能 

＜セイバー＞＜セイバー＞＜セイバー＞＜セイバー＞    

スキル：エクスカリバースキル：エクスカリバースキル：エクスカリバースキル：エクスカリバー    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

僕達全員」をコンセプトに、他プレイヤーたちと協力して 

プレイヤーはハンター部隊の隊長となり、ユニットと呼ばれる部隊を集め、モンスターを討伐します。ユ

35,000通り以上に上

対応機種（一部対応除く）   



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、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。

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    

スカッとゴルフ パンヤ    

CABAL ONLINE 

ペーパーマン 

トキメキファンタジー ラテール 

ファンタジーアース ゼロ 

コンチェルトゲート フォルテ 

ブラウザ封神演義 

メビウスオンライン 

Livly Island COR 

アヴァロンの鍵ONLINE 

アルテイルネット 

Wizardry Online 

THE SHOGUN 

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 

狩りとも 

童話スピリッツ 

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！ 

ワイルドレーシング MAX 

バトルゴルフ パンヤ 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- 

ゾンビハンターズ by 狩りとも 

ラテール イリス物語 

特殊戦隊クロニクル 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ

 

 

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

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/ ） 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.cgf.jp/ 

http://buraho.jp/ 

http://mebius-online.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://www.avalon-online.jp/ 

http://www.alteil.jp/ 

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

http://www.theshogun.jp/ 

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/

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/wrmax/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/battlegolfpangya/

 http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/zombie 

http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

http://tksc.docs.social-games.jp/support/gp_tksc/index.html

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ    http://company.gamepot.co.jp/special/senki/ 

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

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/ 

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/ 

mbga.jp/43086316/diary/823168547 

http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/battlegolfpangya/ 

 

games.jp/support/gp_tksc/index.html 


