
 

 

平成 23 年 10 月 27 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「「「「調律者集結調律者集結調律者集結調律者集結－－－－CLAN ESTABLISHERSCLAN ESTABLISHERSCLAN ESTABLISHERSCLAN ESTABLISHERS－」－」－」－」をををを

実装実装実装実装！！！！    新新新新システムシステムシステムシステム「「「「クランクランクランクラン」」」」やややや新新新新アクションアクションアクションアクション「「「「回避回避回避回避」」」」などなどなどなどをををを実装実装実装実装！！！！ 

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 10 月 27 日（木）定期メンテナンス終了後より大型アップデート「調律者

集結-CLAN ESTABLISHERS-」を実装いたします。 

 

 

新新新新システムシステムシステムシステム｢｢｢｢クランクランクランクラン｣｣｣｣をををを実装実装実装実装！！！！    

 本日 10 月 27 日(木)定期メンテナンス終了後より、新システム｢クラン｣を実装いたします。 

 新システムの｢クラン｣は、最大で 64 人まで加入することが可能です。 

 また、クランチャットを用いることで、プレイ中どこに居てもクランメンバーと会話をすることができ、

クランメンバーリストからは、メンバーがどこのステージをプレイしているのかを確認することがで

きます！ 

 さらに、メビウスオンライン SNS「Web メビウス」と連動しており、ゲームにログインしていなくても、

「Web メビウス」上で会話やイベント企画ができ、さらに「Web メビウス」で設定したクランエンブレム

が、ゲーム内プロフィール画面で表示されます。 

 この機会に、自分に合ったクランを見つけてください！ 

 

「クランイメージ」 



 

 

 

「クラン一覧画面」 

    

新新新新アクションアクションアクションアクション「「「「回避回避回避回避」」」」をををを実装実装実装実装！！！！    

 

本日 10 月 27 日（木）定期メンテナンス終了後より、新アクション「回避」を実装いたします。 

新アクション「回避」は、スプリントゲージを消費して、ダッシュよりも早く・長い距離を移動できま

す。 

また、「回避」アクション中は受けるダメージが軽減されるため、敵の攻撃を緊急回避する他に

も、敵との間合いを詰めたり、戦線離脱など様々な場面で活用できます！ 

「回避」を駆使して、戦いを有利にしましょう！ 

 



 

 

新対戦新対戦新対戦新対戦ルールルールルールルール「「「「スコアスコアスコアスコア戦戦戦戦」」」」をををを実装実装実装実装！！！！    

 

本日10月27日（木）定期メンテナンス終了後より、新対戦ルール「スコア戦」を実装いたします。 

新対戦ルール「スコア戦」では、敵を倒すと敵の所有するスコアに応じて、敵チームの戦況を不

利にすることができ、敵の所有していたスコアの半分を奪うことができます！ 

この機会に、ぜひ新対戦ルール「スコア戦」に挑戦してみてください！ 

 

新新新新マップマップマップマップ「「「「スプライタスコートスプライタスコートスプライタスコートスプライタスコート」」」」をををを追加追加追加追加！！！！    

 

本日10 月 27 日（木）定期メンテナンス終了後より、新たな対戦の場となる新マップ「スプライタスコ

ート」を追加いたします。 

「スプライタスコート」は、庭園や宮殿内など様々な場所で戦うことのできるステージです。 

この機会に新マップに挑戦してください！ 

  

  

新マップ「スプライタスコート」 



 

 

合成合成合成合成にににに新武器新武器新武器新武器がががが登場登場登場登場！！！！    

 

本日 10 月 27 日（木）定期メンテナンス終了後より、新武器 3 種類が登場いたします。 

今回の新武器は、軍隊でも使われる強靭なナイフ「アーミーナイフ」、2 本の矢を同時に放つこと

ができる特殊な弓「ライラックショート」、「ライラックロング」です！ 

いずれも合成からでしか入手することができない武器となっております！ 

さらに、他にも戦隊気分が味わえるアバター「ヒーロー」シリーズ、頭の上でふわふわ揺れる可

愛いのせもの「マタン(ソフト)」シリーズなど、様々な合成アイテムが追加されます。 

この機会に合成を行い、新武器を手に入れてみてはいかがでしょうか！ 

 

 

 

 

 

 

 

「ヒーローシリーズ」 



 

 

新新新新モンスターモンスターモンスターモンスター「「「「カミキリカミキリカミキリカミキリ」」」」がががが登場登場登場登場！！！！    

 

本日 10 月 27 日（木）定期メンテナンス終了後より、新モンスター「カミキリ」が登場いたします。 

「カミキリ」は、形態変化する特殊なモンスターで、灯台付近に生息しています。形態によって、

耐性が異なる厄介なモンスターに、ぜひ挑戦してみてください！ 

    

新新新新ステージステージステージステージ、、、、期間限定期間限定期間限定期間限定ステージがステージがステージがステージが登場登場登場登場！！！！    

    

本日10 月27 日（木）定期メンテナンス終了後より、新マップ「スプライタスコート」を舞台とした新

対戦ステージ「スプライタスコート：宮殿(昼)」や、灯台付近の敵を掃討する「灯台掃討作戦」を実装

いたします。 

また、本日 10 月 27 日（木）定期メンテナンス終了後より、11 月 10 日（木）定期メンテンナンス開

始前までの期間中、新対戦ルール「スコア戦」で戦う、期間限定ステージを追加いたしました。 

15XX 年兵種で戦う「スコア戦 ブリガドーンシティ:中部(昼)」、20XX 年兵種で戦う「スコア戦 クラ

ブコースト:ファクトリー(夜)」の 2 種類となっております。 

 

さらに、本日 10 月27 日（木）定期メンテナンス終了後より、11 月2 日（水）定期メンテンナンス開

始前までの期間中、うまに乗って戦う「うまバトル」、追うものと追われるものに分かれて戦うケー

ドロステージ「特殊対戦『檻籠』」、ハンドガンのみを持ち寄って戦う「ハンドガンバトル改」を追加い

たします。ぜひ、チェックしてみてください！ 

 



 

 

 

新ステージ「スプライタスコート：宮殿（昼）」 

 

新ステージ「灯台掃討作戦」 

 

 

期間限定ステージ「スコア戦 ブリガドーンシティ:中部(昼)」 



 

 

 

期間限定ステージ「スコア戦 クラブコースト:ファクトリー(夜)」 

 

ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィン衣装登場衣装登場衣装登場衣装登場！！！！    

 

本日 10 月 27 日(木)定期メンテナンス終了後より、11 月 24 日(木)定期メンテナンス開始前まで

の期間中、ハロウィン衣装が登場いたします。 

ハロウィン衣装は、黒とオレンジのコントラストがいかにもハロウィンらしい、女性用衣装「ハロ

ウィン ウィッチ」、男性用衣装「ハロウィン マジシャン」、お化けになりきれる「ゴーストシーツ」、頭

をすっぽり覆ってかぼちゃ頭になれる「パンプキンヘッド」が登場します。 

 

【販売期間】 

2011 年 10 月 27 日(木)定期メンテナンス終了後～2011 年 11 月 24 日(木)定期メンテナンス開始前 

 

  

「ハロウィン ウィッチ」              「ハロウィン マジシャン」  



 

 

   

「ゴーストシーツ」                     「パンプキンヘッド」  

 

新新新新アイテムをアイテムをアイテムをアイテムを追加追加追加追加！！！！    

 

本日 10 月 27 日（木）定期メンテナンス終了後より、新アイテムを追加いたします。 

今回の新アイテムは、武器や錬成に便利な消耗品、Gold 等が入った初心者にオススメのセット

の「スターターパック」、男性と少年、女性と少女でおそろいの新髪型となっております。 

ぜひチェックしてみてください！ 

 

「新髪型」 

 



 

 

「「「「クリスでポンクリスでポンクリスでポンクリスでポン！」！」！」！」にににに追加要素追加要素追加要素追加要素「「「「メビウスゲージメビウスゲージメビウスゲージメビウスゲージ」」」」がががが登場登場登場登場！！！！    

 

本日 10 月 27 日（木）定期メンテナンス終了後より、消耗品やアバター等が手に入る「クリスでポ

ン！」に、追加要素「メビウスゲージ」が登場いたします。 

「クリスでポン！」をプレイするたびに「メビウスゲージ」が溜まっていき、メビウスゲージが MAX

のときに「クリスでポン！」をプレイすると、レアアイテムが当たる「金の宝箱」が必ず出現します。 

何が出るかはプレイしてみてからのお楽しみ！ ゲーム内でぜひプレイしてみてください！ 

 

「「「「クランクランクランクラン実装実装実装実装キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」をををを開催開催開催開催！！！！    

    

本日 10 月 27 日(木)定期メンテナンス終了後より、11 月 10 日(木)定期メンテナンス開始までの

期間中、クラン実装を記念した「クラン実装キャンペーン」を開催いたします。 

本キャンペーンでは、期間中にクランに加入すると「クロムギア 20 個」をプレゼントいたします。

また、加入しているクランの人数が 8 名以上で、さらにキャンペーン期間中のクラン全体の「今日

の調律」クリア回数が 30 回以上だと、エモーション「寝そべる」を全クランメンバーにプレゼント！ 

この機会に仲間と協力してエモーション「寝そべる」を手に入れましょう！ 

 

【キャンペーン期間】 

2011 年 10 月 27 日(木)定期メンテナンス終了後～2011 年 11 月 10 日(木)定期メンテナンス開始前 

 

「「「「ドキドキドキドキドキドキドキドキ★★★★ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィン」」」」イベントをイベントをイベントをイベントを開催開催開催開催！！！！    

 

本日 10 月 27 日(木)定期メンテナンス終了後より、11 月 10 日(木)定期メンテナンス開始までの

期間中、「ドキドキ★ハロウィン」イベントを開催いたします。 

このイベントでは、毎日配信されるクエスト「今日の調律」をクリアした回数に応じて、最大 12 個

の宝箱を開けることができます。 

宝箱からは合成素材が出るほか、すべての宝箱を開けると報酬として「宝箱の鍵セット」をプレ

ゼントいたします！ ぜひ、この機会にイベントに参加して全ての宝箱を開けてください！ 



 

 

【開催期間】 

2011 年 10 月 27 日(木)定期メンテナンス終了後～2011 年 11 月 10 日(木)定期メンテナンス開始前 

 

「「「「メビウスカムバックキャンペーンメビウスカムバックキャンペーンメビウスカムバックキャンペーンメビウスカムバックキャンペーン」」」」をををを開催開催開催開催！！！！    

 

本日10月27日(木)定期メンテナンス終了後より、「メビウスカムバックキャンペーン」を開催いた

します。「メビウスカムバックキャンペーン」の特別版メールマガジンを受信された方で、ゲームに

ログインしていただいた方に、1,000 円分の MCP と、アンロックポイント 10 ポイント分をプレゼント

いたします。 

 

【対象となるアカウント】 

2011 年 6 月 30 日までにキャラクターを作成した方で、2011 年 7 月 1 日以降、一度もログインして

いないアカウント 

 

【プレゼント内容】 

・1,000 円分の MCP  

・アンロックポイント 10 ポイント 



 

 

『『『『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。 

 

        

        

©Gamepot Inc., All Rights Reserved. 

    



 

 

株式会社株式会社株式会社株式会社ゲーゲーゲーゲームポットについてムポットについてムポットについてムポットについて    

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/ 

ハウリングソード http://www.hs-online.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/ 

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/ 

青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ http://company.gamepot.co.jp/special/hamonepu/ 

 


