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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

さらにさらにさらにさらに「「「「ウォータムシンフォニーウォータムシンフォニーウォータムシンフォニーウォータムシンフォニー

オンラインゲームの開発・運営

以下ゲームポット）は、Windows 用

（水）定期メンテナンスにてアップデートをいたしました

戸部淑戸部淑戸部淑戸部淑さんデザインさんデザインさんデザインさんデザイン

本日10 月17 日(水)アップデートにて

今回新登場となるのは、人気イラス

です。 

「パンプキンウィッチセット」は

ぶれば気分はハロウィン一色！

さらに、「ケルタトルセット」が新登場

す！ 「ケルタトルセット」は、モンスターのケルタトルを

ちゃうかもしれないユニークな衣装

年に１度のハロウィンを素敵な

    

≪≪≪≪戸部戸部戸部戸部さんデザインさんデザインさんデザインさんデザイン新作新作新作新作衣装衣装衣装衣装「「「「
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フォルテフォルテフォルテフォルテ』』』』「「「「ファーレンファーレンファーレンファーレンくじくじくじくじ」」」」にににに新作新作新作新作ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィン衣装衣装衣装衣装

ウォータムシンフォニーウォータムシンフォニーウォータムシンフォニーウォータムシンフォニー」」」」開催開催開催開催ででででこのこのこのこの秋秋秋秋をををを満喫満喫満喫満喫しようしようしようしよう！！！！

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

ップデートをいたしました。 

 
さんデザインさんデザインさんデザインさんデザイン新作新作新作新作デザインデザインデザインデザイン衣装衣装衣装衣装やややや新作新作新作新作ペットがペットがペットがペットが登場登場登場登場！！！！

アップデートにて、「ファーレンくじ」を更新いたしました。 

イラストレーター戸部 淑さんデザインの新作「パンプキンウィッチセット

は、カボチャをイメージした可愛らしい衣装で、ジャックランタンの

！ 

新登場する他、「オラシオンセット」「ヴァンパイアセット

モンスターのケルタトルを真似て作られた衣装なのでモンスターに

衣装です！ 

な衣装で出かけよう！ 

衣装衣装衣装衣装「「「「パンプキンウィッチセットパンプキンウィッチセットパンプキンウィッチセットパンプキンウィッチセット」」」」≫≫≫≫    

  

平成24 年10 月17 日 

ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/  ） 

衣装衣装衣装衣装がががが登場登場登場登場！！！！        

！！！！    

代表取締役社長：植田修平 

において、10 月 17 日

！！！！  

 

パンプキンウィッチセット」

ジャックランタンの帽子をか

ヴァンパイアセット」も再登場いたしま

なのでモンスターに間違われ

    



≪≪≪≪「「「「ケルタトルケルタトルケルタトルケルタトルセットセットセットセット」」」」≫≫≫≫    

 

 

≪≪≪≪「「「「オラシオンオラシオンオラシオンオラシオンセットセットセットセット」」」」≫≫≫≫    

 

≪≪≪≪「「「「ヴァンパイアセットヴァンパイアセットヴァンパイアセットヴァンパイアセット」」」」≫≫≫≫    

 

さらに、可愛らしい妖精ペット「

飛んでいるかのような可愛らしいペットです

その他にも紫色の鎧を身にまとった

ア」が登場します！ 

ぜひ、チェックしてみてください

 

 

 

「ツリーピクシー」が登場いたします。「ツリーピクシー」

らしいペットです！ 

にまとった「トートフリーゲル」や、紫色の歯車に黄色い瞳を

チェックしてみてください！ 

  

 

 

 

」は森の中を自由に

を持つ「パープルギ



≪≪≪≪新登場新登場新登場新登場ペットペットペットペット≫≫≫≫    

 

 

 

秋秋秋秋のおのおのおのお

本日10 月17 日（水）定期メンテナンス

増量イベントや、ログインイベント

た！ 

今年のハロウィンは『コンチェルトゲート

 

 

 

 

 

のおのおのおのお祭祭祭祭りイベントりイベントりイベントりイベント「「「「AUTUMN SYMPHONYAUTUMN SYMPHONYAUTUMN SYMPHONYAUTUMN SYMPHONY」」」」開催開催開催開催！！！！        

メンテナンス終了後より、「AUTUMN SYMPHONY」を開催いたします

ログインイベント、ハロウィン限定ダンジョンの公開など、多彩な内容を

コンチェルトゲート フォルテ』で盛り上がろう！ 

＜「＜「＜「＜「AUTUMN SYMPHONYAUTUMN SYMPHONYAUTUMN SYMPHONYAUTUMN SYMPHONY」」」」特設特設特設特設サイトサイトサイトサイト＞＞＞＞    

http://www.cgf.jp/event/1210as/http://www.cgf.jp/event/1210as/http://www.cgf.jp/event/1210as/http://www.cgf.jp/event/1210as/    

  

 

いたします。経験値

をご用意いたしまし



 

≪≪≪≪経験値増量経験値増量経験値増量経験値増量イベントイベントイベントイベント≫≫≫≫    

本日10月17日(水)定期メンテナンス

得経験値と、獲得スキル経験値が

また、戦闘終了後のアイテムドロップ

レベルアップを目指しましょう！    

【開催期間】 

10 月17 日(水)定期メンテナンス

 

≪≪≪≪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

本日10月17日(水)定期メンテナンス

クラボ」で手に入るラボポイントを

のゲームログインで得られるラボポイントが

す！１日で2ポイントをゲットできるので

ログインしよう！！ 

【開催期間】 

10 月17 日(水)定期メンテナンス

 

 

≪≪≪≪勇者勇者勇者勇者へのへのへのへの道道道道    ～～～～ハロウィンイベントハロウィンイベントハロウィンイベントハロウィンイベント

本日 10 月 17 日(水)定期メンテナンス

～ハロウィンイベント～」を開催

にハロウィン専用のダンジョンが

があるので、この機会に探しに行

【開催期間】 

10 月17 日(水)定期メンテナンス

 

≪≪≪≪ドキドキハロウィンスクラッチイベントドキドキハロウィンスクラッチイベントドキドキハロウィンスクラッチイベントドキドキハロウィンスクラッチイベント

下記期間中はゲーム内に特別

ハロウィン限定のスクラッチを手

う！ 今年はどんな NPCが現れるのか

い！ 

【開催期間】 

10 月24日(水)定期メンテナンス

 

≪≪≪≪期間限定期間限定期間限定期間限定クエストクエストクエストクエスト≫≫≫≫    

下記期間中、ハロウィン限定クエスト

いたします。お菓子を集めて、ご

の人気クエストです！ さぁ、みんなで

 

【開催期間】 

10 月25日(木) 12:00 ～ 11 月

 

    

 

 

メンテナンス終了後より、戦闘終了後の獲

が通常の 1.5倍に増量いたします！ 

のアイテムドロップ確率が1.2倍に上がりますので、

    

メンテナンス終了後 ～ 11 月14日(水)定期メンテナンス開始前 

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン！！！！≫≫≫≫    

メンテナンス終了後より、「シータのマジッ

トを増量いたします。期間中は、1 日

られるラボポイントが通常の 2 倍になりま

をゲットできるので、レア景品を目指して、毎日

メンテナンス終了後 ～ 11 月14日(水)定期メンテナンス開始前 

ハロウィンイベントハロウィンイベントハロウィンイベントハロウィンイベント～～～～    ≫≫≫≫    

メンテナンス終了後より、「勇者への道 

催します！！ フレイア大陸のどこか

のダンジョンが出現！ ダンジョンには特別な宝箱

行こう！ 

メンテナンス終了後 ～ 11 月14日(水)定期メンテナンス開始前 

ドキドキハロウィンスクラッチイベントドキドキハロウィンスクラッチイベントドキドキハロウィンスクラッチイベントドキドキハロウィンスクラッチイベント≫≫≫≫    

特別な NPCが出現します！ NPCから

手に入れて、レアな景品をゲットしよ

れるのか。ぜひ、チェックしてみくださ

メンテナンス終了後 ～ 11 月7 日(水)定期メンテナンス開始前 

クエスト「いたずらお菓子か」を開催

ご褒美をもらいにいこう！ 毎年恒例

みんなで「Trick or Treat ?」 

月7 日(水)定期メンテナンス開始前    

        

開始前 

開始前 

開始前 

 



『『『『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』』』』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

 

Published by Gamepot Inc. Developed by ponsbic (c) 2007

 

 

 

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、

メント株式会社の連結子会社です。ゲームポットは

ンシップを擁しており、幅広く展開する戦略的

業界のリーダーとしての地位を確立しております

（ 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    

コンチェルトゲート フォルテ 

Wizardry Online 

トキメキファンタジー ラテール 

スカッとゴルフ パンヤ    

CABAL ONLINE 

ペーパーマン 

ファンタジーアース ゼロ 

メビウスオンライン 

トリックスター 

お宝発掘 ホリキング 

THE SHOGUN 

Livly Island COR 

幕末魂 

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（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ-

狩りとも 

ゾンビハンターズ by 狩りとも 

わグルま！    

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

萌妖★クライシス 

ラテール イリス物語 

蒼穹ドラゴンギルド 

スマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリ 

ゆるロボ製作所 

 

 

 

、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

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

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、

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

http://www.cgf.jp/ 

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

http://www.latale.jp/ 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://mebius-online.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://horiking.jp/ 

http://www.theshogun.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://bakuspirits.jp/ 

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

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

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

http://www.waguruma.jp/ 

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/

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

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

http://pf.mbga.jp/12010535 

http://yururobo.jp 

現在、ソネットエンタテイン

海外開発会社とのリレーショ

、日本のオンラインゲーム

ホームページをご覧下さい。

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

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

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

games.jp/support/gp_tksc/index.html 

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

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

 


