
 

 

平成 23 年 11 月 10 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』』』』「「「「チャージでギアーズレアゲットチャージでギアーズレアゲットチャージでギアーズレアゲットチャージでギアーズレアゲット」」」」キャンペーンをキャンペーンをキャンペーンをキャンペーンを開催開催開催開催！！！！    

さらにさらにさらにさらに、、、、「「「「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第第第第 2222 弾弾弾弾」」」」をををを開催開催開催開催！！！！ 

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 11 月 10 日（木）定期メンテナンス終了後より、アップデートを行いました。 

 

「「「「チャージでギアーズレアゲットチャージでギアーズレアゲットチャージでギアーズレアゲットチャージでギアーズレアゲット」」」」キャンペーンをキャンペーンをキャンペーンをキャンペーンを開催開催開催開催！！！！    

 

本日 11 月 10 日（木）定期メンテナンス終了後より、12 月1 日（木）定期メンテナンス開始前までの

期間中、「チャージでギアーズレアゲット」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 5,000 円以上をチャージすると、9 月までに登場したギアーズシュ

ーティングのレアアイテムの中から、お好きなセットを 1 品プレゼント！ 

この機会に、ぜひレアアイテムを手に入れましょう！ 

    

【チャージ対象期間】 

2011 年 11 月 10 日（木）定期メンテナンス終了後～2011 年 12 月 1 日（木）定期メンテナンス開始前 

 

【アイテム引き換え期間】 

2011 年 11 月 24 日（木）定期メンテナンス終了後～2011 年 12 月 8 日（木）定期メンテナンス開始前 

 

【プレゼントアイテム】 

9 月までに登場したギアーズシューティングのレアアイテム全ての中からお好きなセット 1 品 

 



 

 

「「「「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第第第第 2222 弾弾弾弾」」」」をををを開催開催開催開催！！！！    

 

本日11月10日（木）定期メンテナンス終了後～11月24日（木）定期メンテナンス開始前までの期

間中、クランキャンペーン第 2 弾を開催いたします。 

本キャンペーンでは、キャンペーン終了時までに、クランに加入しているメンバー数が 8 名以上で

10 月27 日（木）以降のクランメンバーの「今日の調律」クリア回数合計が累計で 50 回以上となると、

レアボーナス券 3 枚をクランメンバー全員にプレゼント！ 

この機会に、「今日の調律」に挑戦し、レアボーナス券を手に入れましょう！ 

    

【開催期間】 

2011 年 11 月 10 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 

    

【アイテム配布日時】 

2011 年 11 月 24 日（木）定期メンテナンス終了後 

 

大人気大人気大人気大人気ソロステージソロステージソロステージソロステージ「「「「クリスのクリスのクリスのクリスの対魔訓練対魔訓練対魔訓練対魔訓練」」」」がががが限定復活限定復活限定復活限定復活！！！！    

 

 本日11月10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、大人気のソロステージ「クリスの対魔訓練」が限定で再登場いたします。 

 「クリスの対魔訓練」はステージの奥に進むにつれて敵が強くなる難易度の高いステージですが、

見事最深部まで到達すると、大量の宝箱が出現いたします！ 

 この機会にぜひ、挑戦してみてください！ 

 

【登場期間】 

2011 年 11 月 10 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 

 

【時間帯】 

09:00～10:00 

15:00～16:00 

21:00～22:00 

00:00～01:00 

05:00～06:00 

 

※上記時間帯のみ、プレイすることが可能です。 



 

 

 

「クリスの対魔訓練」 

 

ギアーズマーケットにギアーズマーケットにギアーズマーケットにギアーズマーケットに新衣装新衣装新衣装新衣装がががが登場登場登場登場！！！！    

    

本日 11 月 10 日（木）定期メンテナンス終了後より、期間限定でギアーズマーケットに新衣装を追

加いたします。今回、新登場する衣装は、ちょっと懐かしいエンジ色の「体操服（赤）セット」、ピンク

のボーダーが可愛らしい「肌着 ボーダーピンク」の 2 種類となっております。 

ぜひチェックしてみてください！ 

 

【販売期間】 

2011 年 11 月 10 日（木）定期メンテナンス終了後～2011 年 12 月 8 日（木）定期メンテナンス開始前 

 

  

         「体操服（赤）セット」                      「肌着 ボーダーピンク」 



 

 

新対戦新対戦新対戦新対戦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 11 月 10 日（木）定期メンテナンス終了後より、11 月 17 日（木）定期メンテナンス開始前まで

の期間中、期間限定で新たな対戦ステージが登場いたします。 

 今回のステージは激しい高低差が特徴的な 15XX 年用マップスナッグロックにて、20XX 年用兵

種で戦う対戦ステージの「20XX スナッグロック（昼）」、ジープが設置された 20XX 年用マップ「クラ

ブコースト」にて、15XX 年用兵種で戦うステージの「15XX クラブコースト:シェル(昼)曇天」の 2 種

類となっております。 

 この機会にぜひプレイしてみてください！ 

 

「20XX スナッグロック（昼）」 

 

「15XX クラブコースト:シェル(昼)曇天」 



 

 

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公開公開公開公開！！！！    

 

 本日 11 月 10 日(木)定期メンテナンス終了後より、期間限定ステージを公開いたします。 

 今回登場する期間限定ステージは、夜のコンテナ埠頭にて、15XX 年用兵種で戦う「15XX コン

テナ埠頭（夜）」、15XX 年用マップにて 20XX 年用兵種で戦う「20XX ブリガドーンシティ:中部（昼）」、

15XX 年兵種のチームと 20XX 年兵種のチームに別れて戦う特殊な対戦ステージの「15XXvs20XX

コンテナ埠頭（昼）」、「15XXvs20XX ヴィンセン島（昼）」、「15XXvs20XX ブリガドーンシティ（昼）」の

5 ステージとなっております。 

 この機会をお見逃しなく！ 

 

【公開期間】 

 

※「15XX コンテナ埠頭（夜）」、「20XX ブリガドーンシティ:中部（昼）」 

 

2011 年 11 月 10 日（木）定期メンテナンス終了後～2011 年 11 月 17 日（木）定期メンテナンス開始前 

 

 

※「15XXvs20XX コンテナ埠頭（昼）」、「15XXvs20XX ヴィンセン島（昼）」、「15XXvs20XX ブリガドー

ンシティ（昼）」 

 

2011 年 11 月 10 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 

 



 

 

『『『『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/ 

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/ 

 


