
 

 

平成23 年8 月18 日 

各位 

会 社 名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

『『『『ウィローズウィローズウィローズウィローズ』』』』    サービスサービスサービスサービス終了終了終了終了のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    

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用完全無敵2Dアクション『ウィローズ（ライセンス元：CJ E&M Corp）』

の各種サービスに関しまして、2011 年10 月13 日（木）11：00 をもって終了することをお知らせいたしま

す。 

    

2010 年12 月16 日（木）より実施いたしました 1st テストから、これまでご愛顧いただいたご利用の皆

様には心より御礼申し上げますと共に、深くお詫び申し上げます。サービス終了まで残りわずかではご

ざいますが、引き続き『ウィローズ』をお楽しみください。 

 

なお、今後のサービススケジュールに関しましては、下記の表をご参照下さい。 

 

2011 年8 月18 日（木） 17：00 ～ WiPi チャージボーナス付与の停止 

2011 年8 月25 日（木） 11：00 ～ WiPi チャージの停止 

2011 年8 月25 日（木） 17：00 ～ ゲーム内イベントの実施 

2011 年9 月29 日（木） 17：00 ～ 新規登録の停止 

2011 年10 月13 日（木） 11：00 サービスの終了並びに、公式WEB サイトの停止 

    

※１  ウィローズショップでの WiPi（ウィピー）アイテム販売は、サービス終了まで継続いたします。 

※２  サービス終了までに実施するイベント・キャンペーンの詳細につきましては、別途お知らせいたします。 

    

WiPi（ウィピー）につきましては、2011 年10 月13 日（木）11：00 時点でお持ちの WiPi（ウィピー）をサー

ビス終了後に返還いたします。そのため、本日2011年8月18日（木）17：00よりボーナスWiPi（ウィピー）

の付与を停止し、2011年8月25日（木）11：00よりチャージを停止させていただく予定となっております。    

    

    ■■■■    サービスサービスサービスサービス終了時終了時終了時終了時ににににおおおお持持持持ちのちのちのちの WiPiWiPiWiPiWiPi（（（（ウィピーウィピーウィピーウィピー））））対応対応対応対応にににについてついてついてついて    

  サービス終了時にお持ちの WiPi（ウィピー）につきましては、サービス終了（2011 年 10 月 13 日（木）

11：00）と同時にゲーム内でご利用いただけなくなります。そのため、WiPi（ウィピー）を所持されている方

に対し、以下の対応を実施いたします。 

 

（１）2011年8月25日（木）のアップデートにて、一部の消費アイテム（４種類）を特別な価格でご用意さ

せていただきます。また、2011 年 8 月 25 日（木）11：00 時点で所持している未使用の WiPi（ウィピー）に

応じて、マイルを付与いたします。さらに、一部の消費アイテムをマイルにて販売するほか、より多くの

マイルが獲得できるイベントを実施いたします。 

 

（２）Gamepot ID、Yahoo ID、Twitter ID、Google ID、mixi ID で「ウィローズ」をご利用の方につきまして、

2011 年 10 月 13 日（木）11：00 のサービス終了時、未使用の WiPi（ウィピー）を所持している場合、所持

WiPi（ウィピー）分全額を「WebMoney」として返還いたします。 



 

 

 

■■■■返還返還返還返還方法方法方法方法    

 2011 年10 月13 日（木）11：00 までに未使用の WiPi をお持ちのアカウントに対し、 

登録メールアドレス宛てに「WebMoney のシリアルコード」を送付いたします。 

 

■■■■アカウントアカウントアカウントアカウント登録登録登録登録をををを行行行行っているメールアドレスのっているメールアドレスのっているメールアドレスのっているメールアドレスの変更変更変更変更およびおよびおよびおよび確認期間確認期間確認期間確認期間    

 2011 年8 月18 日（木）17：00 ～ 2011 年10 月13 日（木）11：00 

※メールアドレスは「マイゲームポット」よりご確認いただけます。 

https://ic.gamepot.co.jp/my 

 

■■■■「「「「WebMoneyWebMoneyWebMoneyWebMoney シリアルコードシリアルコードシリアルコードシリアルコード」」」」のののの送付期間送付期間送付期間送付期間    

 2011 年11 月7 日（月） ～ 11 月11 日（金） 

※お送りする「WebMoney シリアルコード」の有効期限は、2012 年1 月 10 日（火）までとなります。 

 

（３）ハンゲーム ID で「ウィローズ」をご利用の方につきまして、2011 年 10 月 13 日（木）11：00 のサー

ビス終了時、未使用の WiPi（ウィピー）を所持している場合、所持 WiPi（ウィピー）分全額を「ハンコイン商

品券」として返還いたします。 

 

■■■■返還返還返還返還方法方法方法方法    

 2011 年10 月13 日（木）11：00 までに未使用の WiPi をお持ちのハンゲームアカウントに対し、 

「ハンコイン商品券」を付与いたします。 

 

■■■■「「「「ハンコインハンコインハンコインハンコイン商品商品商品商品券券券券」」」」のののの送付日時送付日時送付日時送付日時    

 2011 年10 月17 日（月） 

 

 より詳細な内容は、別途公式サイトにてお知らせいたします。 

 

ウィローズウィローズウィローズウィローズ公式公式公式公式 WEBWEBWEBWEB サイトサイトサイトサイト（（（（Gamepot IDGamepot IDGamepot IDGamepot ID をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方））））    

http://www.weros.jp/http://www.weros.jp/http://www.weros.jp/http://www.weros.jp/    

 

ウィローズウィローズウィローズウィローズ公式公式公式公式 WEBWEBWEBWEB サイトサイトサイトサイト（（（（Hangame IDHangame IDHangame IDHangame ID をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方））））    

http://weros.hangame.co.jp/http://weros.hangame.co.jp/http://weros.hangame.co.jp/http://weros.hangame.co.jp/ 

 

 ■ご利用のウィローズ登録情報（ニックネーム等）の抹消に関して 

2011 年 10 月 13 日（木）11：00 のサービス終了に伴い、ニックネームなど、ウィローズにおいて登録さ

れているすべての情報は削除されます。 

 しかし、Gamepot ID にて登録されていた他の情報(Gamepot IDや他コンテンツの情報)は削除されませ

んので、引き続き当社別のコンテンツをご利用いただけると幸いです。またはGamepot ID自体の退会を

ご希望される方は、下記のフォームより退会を行うことができますので、そちらをご利用ください。 

― my Gamepot ― 

https://ic.gamepot.co.jp/my 



 

 

●●●●ウィローズとはウィローズとはウィローズとはウィローズとは 

 ウィローズとは、歴史上の英雄たちに変化して英雄固有のスキルを使用したり、きんと雲と呼ばれる飛行アイテムに乗っ

てハイスピードな戦闘が可能な、完全無敵２Ｄアクションゲームです！誰もが知っている坂本龍馬や牛若丸、織田信長など、

日本の有名な英雄たちも登場！さぁ、君の中に眠る英雄の魂を呼び起こそう！ 
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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    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    

ウィローズ http://www.weros.jp/ 童話スピリッツ    http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/ 

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/    狩りとも http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/ 

CABAL ONLINE http://www.cabal.jp/ ミニチュアガーデン http://yahoo-mbga.jp/43086316/diary/823168547 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ Alteil バトル RPG http://www.alteil.jp/mobile/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ ネイビーウォーズ http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

コンチェルトゲート フォルテ http://www.cgf.jp/ わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

ブラウザ封神演義 http://buraho.jp/ 

ハウリングソード http://www.hs-online.jp/ 

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

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

アヴァロンの鍵ONLINE http://www.avalon-online.jp/ 

アルテイルネット http://www.alteil.jp/ 

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

THE SHOGUN http://www.theshogun.jp/ 

    


