
 

 

平成24 年5 月24 日 

各位 

会社名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/ ） 

『『『『メビウスオンラインメビウスオンラインメビウスオンラインメビウスオンライン』』』』大型大型大型大型アップデートアップデートアップデートアップデート「「「「BATTLE REBORNBATTLE REBORNBATTLE REBORNBATTLE REBORN」」」」実装実装実装実装！！！！        

対戦対戦対戦対戦にににに関関関関するシステムのするシステムのするシステムのするシステムの調整調整調整調整・・・・変更変更変更変更やややや新新新新アイテムがアイテムがアイテムがアイテムが登場登場登場登場！！！！    

さらにさらにさらにさらに実装記念実装記念実装記念実装記念スコアスコアスコアスコア 5555 倍倍倍倍キャンペーンもキャンペーンもキャンペーンもキャンペーンも開催開催開催開催！！！！        

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、

以下ゲームポット）は、Windows®用チーム連携型オンラインアクションゲーム『メビウスオンライン』におい

て、本日5 月24 日（木）定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

 

「「「「BATTLE REBORNBATTLE REBORNBATTLE REBORNBATTLE REBORN」」」」実装実装実装実装！！！！    

 

本日5 月24 日（木）定期メンテナンスにて、「BATTLE REBORN」を実装いたします。 

今回実装される「BATTLE REBORN」では、対戦の駆け引きを楽しんでいただくため、また、戦いの選

択肢を増やすことを目指して、対戦にかかわるシステムの変更いたします。 

 

新たなる対戦の舞台へ向かう『メビウスオンライン』をお楽しみください！ 

 

＜＜＜＜「「「「BATTLE REBORNBATTLE REBORNBATTLE REBORNBATTLE REBORN」」」」    特設特設特設特設サイトサイトサイトサイト＞＞＞＞    

http://mebiushttp://mebiushttp://mebiushttp://mebius----online.jp/event/201205update/online.jp/event/201205update/online.jp/event/201205update/online.jp/event/201205update/    

 



 

 

 

① 各種パラメータ調整 

爆弾の威力や占拠速度、ダメージ軽減率など各種パラメータの調整を行います。 

 

パラメータパラメータパラメータパラメータ    変更前変更前変更前変更前    変変変変更時更時更時更時    

蘇生時の体力 体力100％で蘇生 体力体力体力体力76767676％％％％でででで蘇生蘇生蘇生蘇生    

（（（（自然回復自然回復自然回復自然回復でででで 100100100100％）％）％）％）    

リーダーリスポン時の体力 体力76％でリスポン 

（自然回復で 100％） 

体力体力体力体力51515151％％％％でリスポンでリスポンでリスポンでリスポン    

（（（（自然回復自然回復自然回復自然回復でででで 75757575％）％）％）％）    

攻撃方向によるダメージ軽

減率 

正面への攻撃 30％ 

側面への攻撃 20％ 

背面への攻撃 10％ 

正面正面正面正面へのへのへのへの攻撃攻撃攻撃攻撃    40404040％％％％    

側面側面側面側面へのへのへのへの攻撃攻撃攻撃攻撃    30303030％％％％    

背面背面背面背面へのへのへのへの攻撃攻撃攻撃攻撃    20202020％％％％    

回避アクション時のダメージ

軽減 

70％ダメージ軽減 

 

50505050％％％％ダメージダメージダメージダメージ軽減軽減軽減軽減    

剣装備時のガード範囲 正面180 度 正面正面正面正面120120120120 度度度度    

爆弾の威力 期待ダメージ値 130 期待期待期待期待ダメージダメージダメージダメージ値値値値    60606060    

占拠速度 全兵種 100％ ワーカーワーカーワーカーワーカー    150150150150％％％％    

ウォーリアーウォーリアーウォーリアーウォーリアー    80808080％％％％    

そのそのそのその他他他他のののの兵種兵種兵種兵種    100100100100％％％％    

 

② ラグ問題の解消 

通信頻度、処理間隔を調整する事で、表示と実際の処理の間で発生していたズレを軽減いたし

ます。 

 

③ エンチャントの仕様変更 

エンチャントアイテムの仕様を変更いたします。 

主な変更点は下記になります。 

 

� 対戦におけるエンチャント効果の強化 

� 30ｍの Gold での販売開始 

� 31d を廃止し、1d を新設 

 

④ 消耗品アイテムの販売開始 

� 「ライフポット」 

使用すると、その場で体力を 30％回復する。 

� 「ライフリジェネ」 

24 秒間、4 秒ごとに 10％ずつ体力を回復する。（最大60％） 

� 「スプリントリジェネ」 

18 秒間、3 秒ごとに 10％ずつスプリントを回復する。（最大60％） 

� 「ダメージカット 1」 

1 個につき 1 回、受けたダメージを 5～10％軽減する。 

 

 

 



 

 

新武器新武器新武器新武器「「「「マスティフマスティフマスティフマスティフ」」」」登場登場登場登場    

    

本日5月24日（木）アップデートにて、ナイト用の新武器として投げ槍「マスティフ」を登場いたします。 

投げ槍「マスティフ」は、他の投げ槍と比べ威力は低いものの、軽量化されているため多くの本数を持

つことができます。妖精機関官舎内の『武器屋』から購入の他、合成で作成するも可能！  

新武器の投げ槍を持って戦いに挑もう！ 

 

 

合成合成合成合成アイテムアイテムアイテムアイテム追加追加追加追加    

本日5 月24 日（木）アップデートにて、合成アイテムを追加いたします。 

今回追加となる合成アイテムは「狐のお面」「烏の仮面」「ギュウキの付属肢」「ミノタウロスのお面」の

4 種類！  

また、「クランキャンペーン～戦いの絆～」で手に入る限定素材「クランの絆」を用いたアイテムも追加

いたします。ぜひチェックしてみてください！ 

 

狐のお面 烏の仮面 

  
ギュウキの付属肢 ミノタウロスのお面 

  



 

 

    

新衣装新衣装新衣装新衣装「「「「警察官警察官警察官警察官＆＆＆＆探偵探偵探偵探偵シリーズシリーズシリーズシリーズ」」」」がががが登場登場登場登場    

本日5 月24 日（木）アップデートにて、新衣装「警察官＆探偵シリーズ」が登場いたします。さらに、警

察官衣装や警察にピッタリな「敬礼」エモーション、探偵衣装を追加いたします。 

警察官や探偵になりきって巡回・偵察気分で街中を歩こう！ 

 

女性 警察官 セット 男性 警察官セット 

  
エモーション「敬礼」 エモーション「けいれい」 

  

男性 探偵セット 

 

 



 

 

 

おおおお得得得得ななななイベント・キャンペーンイベント・キャンペーンイベント・キャンペーンイベント・キャンペーン情報情報情報情報がががが満載満載満載満載！！！！    

本日5 月24 日（木）定期メンテナンス終了後から、お得なキャンペーンを多数開催いたします。 

「BATTLE REBORN」実装記念として「対戦ステージスコア 5倍キャンペーン」や、実装されたばかりの

新アイテムを試せる「新アイテムお試しキャンペーン」など、どれも見逃せない内容となっておりますの

で、ぜひこの機会に『メビウスオンライン』をお楽しみください！ 

 

≪≪≪≪「「「「対戦対戦対戦対戦ステージスコアステージスコアステージスコアステージスコア 5555 倍倍倍倍キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」開催概要開催概要開催概要開催概要≫≫≫≫ 

【開催期間】 

2012 年5 月24 日（木）定期メンテナンス終了後 ～ 6 月28 日（木）定期メンテナンス開始前 

 

【開催内容】 

期間中、対戦ステージでの獲得スコアが通常の 5 倍になります。 

 

≪≪≪≪「「「「新新新新アイテムおアイテムおアイテムおアイテムお試試試試しキャンペーンしキャンペーンしキャンペーンしキャンペーン」」」」開催概要開催概要開催概要開催概要≫≫≫≫    

    

【開催期間】 

2012 年5 月24 日（木）定期メンテナンス終了後 ～ 6 月7 日（木）定期メンテナンス開始前 

※アイテム受取は 6 月14 日(木)メンテナンス前まで 

 

【開催内容】 

期間中、ギアーズマーケットにアクセスすると新アイテム各種をプレゼントいたします。 

貰えるアイテムは日によって異なりますので、毎日ログインして様々なアイテムをお得にゲット

しよう！ 

 

≪≪≪≪「「「「クランキャンペーンクランキャンペーンクランキャンペーンクランキャンペーン    ～～～～戦戦戦戦いのいのいのいの絆絆絆絆～」～」～」～」開催概要開催概要開催概要開催概要≫≫≫≫    

    



 

 

【開催期間】 

2012 年5 月24 日（木）定期メンテナンス終了後 ～ 7 月26 日（木）定期メンテナンス開始前 

 

【開催内容】 

クラン全体の「今日の調律」クリア回数に応じて、『クランの絆』をプレゼントいたします。 

『クランの絆』を集めて、本キャンペーン限定アバター「腕章」を合成しよう！ 

 

 

期間限定期間限定期間限定期間限定ステージをステージをステージをステージを見逃見逃見逃見逃すなすなすなすな！！！！    

本日5 月24 日（木）定期メンテナンス終了後より、新たに期間限定ステージを公開いたします。 

今回の期間限定ステージは 15XX 年用マップを 20XX 年兵種で遊べる「20XX ヴィンセン島(昼)」や、32

人ステージを 64人で遊べる「大戦」ステージです。 

ぜひ、挑戦してみてください！ 

【公開ステージ】 

20XX ヴィンセン島(昼) 大戦：ブリガドーンシティ：中部（昼） 

  
大戦 ヴィンセン島(昼) 

 
 

 



 

 

『『『『メビウスオンラインメビウスオンラインメビウスオンラインメビウスオンライン』』』』とはとはとはとは    

『メビウスオンライン』とは、仲間たちと共に剣や弓、銃などの武器を

手にモンスターと戦うチーム連携型オンラインアクションゲーム。 

武器以外にも 60億通り以上のキャラクターカスタマイズや 700 種類

以上の衣装など、多彩なバリエーションが用意されており、思い通り

のプレイスタイルを追求することができます。 

個性的な仲間たちと共に、チーム連携型オンラインアクションをお楽

しみください。 
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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    

メビウスオンライン http://mebius-online.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/ 

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

アルテイルネット http://www.alteil.jp/ 

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/ 

お宝発掘 ホリキング http://horiking.jp/entrance/ 

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/ 

ワイルドレーシング MAX http://company.gamepot.co.jp/special/wrmax/ 

バトルゴルフ パンヤ http://company.gamepot.co.jp/special/battlegolfpangya/ 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

ゾンビハンターズ by 狩りとも http://company.gamepot.co.jp/special/zombie 

ラテール イリス物語 http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

特殊戦隊クロニクル 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/ 

聖戦サザンクロス http://company.gamepot.co.jp/special/southerncross/ 

ゆるロボ製作所 http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/ 

 


