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『『『『コンチェルトゲートコンチェルトゲートコンチェルトゲートコンチェルトゲート    フォルテフォルテフォルテフォルテ

さらにデザインコンテストさらにデザインコンテストさらにデザインコンテストさらにデザインコンテスト

オンラインゲームの開発・運営

以下ゲームポット）は、Windows用

定期メンテナンスにてアップデートを

 

今年今年今年今年もやってきたもやってきたもやってきたもやってきた

4 月4日（水）定期メンテナンス

りがやってきた！ 「スプリングシンフォニー

など様々なイベントが開催されます

ォルテ』をお楽しみください。 

 

≪≪≪≪「「「「スプリングシンフォニースプリングシンフォニースプリングシンフォニースプリングシンフォニー」」」」開催内容開催内容開催内容開催内容

    

【【【【ファンブルグファンブルグファンブルグファンブルグ防衛戦防衛戦防衛戦防衛戦】】】】    

周辺地域で強大なモンスターが出現

協力してモンスターを倒し、ファンブルグを

報酬アイテムの他に、戦績によって

一致団結して立ちあがり、ファンブルグをモンスターの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

フォルテフォルテフォルテフォルテ』』』』春春春春のののの一大一大一大一大イベントイベントイベントイベント「「「「スプリングシンフォニースプリングシンフォニースプリングシンフォニースプリングシンフォニー

さらにデザインコンテストさらにデザインコンテストさらにデザインコンテストさらにデザインコンテストでででで優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞をををを受賞受賞受賞受賞したペットもしたペットもしたペットもしたペットも登場登場登場登場！！！！

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

用オンラインゲーム『コンチェルトゲート フォルテ』において

メンテナンスにてアップデートを行いました。 

もやってきたもやってきたもやってきたもやってきた春春春春のおのおのおのお祭祭祭祭りりりり！！！！    「「「「スプリングシンフォニースプリングシンフォニースプリングシンフォニースプリングシンフォニー」」」」！！！！    

メンテナンス終了後より「スプリングシンフォニー」を開始いたします

スプリングシンフォニー」では、「ファンブルグ防衛戦」や「アニバーサリーポーカー

されます！ 春をみんなで楽しもう！ ぜひこの機会に『コンチェルトゲート

開催内容開催内容開催内容開催内容≫≫≫≫    

出現し、ファンブルグが包囲されてしまった！ 

ファンブルグを防衛しよう！ 

によって各種増量キャンペーンがスタートします！ 

ファンブルグをモンスターの魔の手から救いましょう！ 

 

平成24 年4 月4 日 

ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

スプリングシンフォニースプリングシンフォニースプリングシンフォニースプリングシンフォニー」」」」開催開催開催開催！！！！    

！！！！    

代表取締役社長：植田修平 

において、4月4日（水）

    

    

いたします。今年も春のお祭

アニバーサリーポーカー」

コンチェルトゲート フ



【【【【アニバーサリーポーカーアニバーサリーポーカーアニバーサリーポーカーアニバーサリーポーカー】】】】    

「コンチェルトゲート フォルテ」3

「王様のコイン」を使用したポーカーのミニゲームで

今回は新たな景品が加わったので

 

 

 

【【【【モンスタープロフカードマシーンモンスタープロフカードマシーンモンスタープロフカードマシーンモンスタープロフカードマシーン

あの「モンスタープロフカードマシーン

全100 種類のモンスタープロフィールカードを

第一弾、第二弾の両方をプレイできます

終了期間は設けておらず、今回より

 

 

 

【【【【ラボポイントラボポイントラボポイントラボポイント増量増量増量増量キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン】】】】

期間中は「シータのマジックラボ」

1 日のゲームログインで得られるラボポイントが

レア景品めざして、ぜひこの機会

 

 

 

【【【【ファンブルグフェスタファンブルグフェスタファンブルグフェスタファンブルグフェスタ！！！！！！！！】】】】    

あの一大露店イベントをファンブルグで

大型連休中の冒険の準備は、｢ファンブルグフェスタ

 

 

 

3 周年を記念して、「アニバーサリーポーカー」が登場！

したポーカーのミニゲームで、豪華賞品をゲットしよう♪ 

わったので、是非お楽しみください！ 

 

モンスタープロフカードマシーンモンスタープロフカードマシーンモンスタープロフカードマシーンモンスタープロフカードマシーン】】】】    

モンスタープロフカードマシーン」が復活！ 

のモンスタープロフィールカードを集めて、豪華景品をゲットしよう♪ 

をプレイできます！ 

より常設イベントとなりました！ 

 

】】】】    

」で手に入るラボポイントが増量中！ 

られるラボポイントが通常の 2 倍の 2 ポイントとなります！

機会にチャレンジ！！ 

 

イベントをファンブルグで開催！ 

ファンブルグフェスタ!!｣で整えましょう！ 

    

！ 

！ 



デザインコンテストデザインコンテストデザインコンテストデザインコンテスト

今回のアップデートにて、デザインコンテスト

ます！ ワイルドな肉体と精悍
せいかん

な

なボディカラーにも注目です！ 

い衣装が続々登場！ ぜひチェックしてみて

 

 

デザインコンテストデザインコンテストデザインコンテストデザインコンテスト「「「「優秀優秀優秀優秀デザインデザインデザインデザイン賞賞賞賞」」」」のペットがのペットがのペットがのペットが登場登場登場登場！！！！    

デザインコンテスト「優秀デザイン賞」のペット「わーわんわん

な顔立ちに期待大！ 葉っぱをモチーフにしたペット「リーフィー

 素敵なペット達を引き連れて、冒険に出発しよう！  その

ぜひチェックしてみてください！ 

 

 

 

    

わーわんわん」が登場いたし

リーフィー」の鮮やか

その他にも可愛らし

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



本日 4 月 4（水）定期メンテナンス

サリー作成を専門とする職業です

用する「モンスタープロフィールカード

機会に是非お試しください！ 

 

 

 

新職業新職業新職業新職業「「「「アルチザンアルチザンアルチザンアルチザン」」」」登場登場登場登場！！！！    

メンテナンス終了後より、新職業「アルチザン」が登場！ 「アルチザン

です。中でもモンスターの力を宿した「モンスターソウルアクセサリー

モンスタープロフィールカード」に応じてアクセサリーのパラメーターが変わる新

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アルチザン」は、アクセ

モンスターソウルアクセサリー」は、使

新システム！ この



本日4 月4 日（水）定期メンテナンス

レーションティザーサイトを更新いたしました

今回の更新では、4 月18日（水

一体何なのか！？ 是非チェックしてみてください

 

 

『『『『コンチェルトゲートコンチェルトゲートコンチェルトゲートコンチェルトゲート

 

 

ティザーサイトティザーサイトティザーサイトティザーサイト更新更新更新更新！！！！    

メンテナンス終了後より、『コンチェルトゲート フォルテ』と『らんま

いたしました。 

水）より開始するコラボレーションの情報を一部紹介！

チェックしてみてください！ 

コンチェルトゲートコンチェルトゲートコンチェルトゲートコンチェルトゲート    フォルテフォルテフォルテフォルテ』』』』コラボレーションティザーサイトコラボレーションティザーサイトコラボレーションティザーサイトコラボレーションティザーサイト    

http://www.cgf.jp/event/ranma/http://www.cgf.jp/event/ranma/http://www.cgf.jp/event/ranma/http://www.cgf.jp/event/ranma/    

 

らんま 1/2』のコラボ

！ 気になる内容とは

    



『『『『コンチェルコンチェルコンチェルコンチェルトゲートトゲートトゲートトゲート    フォルテフォルテフォルテフォルテ』』』』とはとはとはとは

    

―ここではないどこかへ。 

 

「ファーレン王国」、その首都「ファンブルグ

王宮、「リセリア城」の地下では

人召喚儀式が、今再び執り行われようとしていた

「異世界よりの客人（まろうど）

語られる勇者の再来を、心待ちにする

すべてはこの世界に迫りつつある

突如、訳もわからず異世界に

「勇者候補」として召喚されたにも

「ファンブルグ市街」に放遂されてしまう

そのうえ、自分と一緒に召喚されてきた

して認められたらしいと聞き、落ち

 

これは、落ちこぼれの元・勇者候補

めに奏でる物語。 

 

 

2007年よりサービスが開始された

スクウェア・エニックスとゲームポットの

 

 

「勇者じゃない僕たちにも、できる
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とはとはとはとは 

ファンブルグ」。 

では、長い間禁忌とされてきた異

われようとしていた。 

）に、世界を救う者あり」伝説に

ちにする王族達。 

りつつある、大災厄の種を屠る為…。 

に招かれてしまったあなたは、

されたにも関わらず試験に合格できず

されてしまう。 

されてきた少女トカマクは勇者と

ち込みも最高潮に。 

勇者候補たちがひとりの少女のた

された『コンチェルトゲート』を受け継ぎつつ、 

スクウェア・エニックスとゲームポットの新たなタッグでお送りする、王道オンラインRPG

できること。それは、手と手を、つなぐこと。」 

veloped by ponsbic (c) 2007-2012 SQUARE ENIX CO., LTD All Rights Reserved.

RPG。 

SQUARE ENIX CO., LTD All Rights Reserved. 



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

テインメント株式会社の連結子会社です

社とのリレーションシップを擁しており

日本のオンラインゲーム業界のリーダーとしての

さらに詳しい情報は、ゲームポットの各

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    

コンチェルトゲート フォルテ 

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 

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 

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！    

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

 

 

 

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

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

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

のリーダーとしての地位を確立しております。 

各ホームページをご覧下さい。 （ http://www.gamepot.co.jp/ ）  

http://www.cgf.jp/ 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.fezero.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/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/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

アクエリアンエイジ http://company.gamepot.co.jp/special/senki/ 

するサービスプロバイダーで、現在、ソネットエンタ

ノウハウや、海外開発会

み合わせることにより、
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http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/ 

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

 

games.jp/support/gp_tksc/index.html 


