
 

 

平成24 年7 月26 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』』』』新ステージ、新武器、夏にピッタリな新衣装登場！！新ステージ、新武器、夏にピッタリな新衣装登場！！新ステージ、新武器、夏にピッタリな新衣装登場！！新ステージ、新武器、夏にピッタリな新衣装登場！！    

さらに期間限定イベントも開催！！さらに期間限定イベントも開催！！さらに期間限定イベントも開催！！さらに期間限定イベントも開催！！    

 

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7 月26 日（木）定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

 

    

新ステージ新ステージ新ステージ新ステージ    「スナッグロック「スナッグロック「スナッグロック「スナッグロック((((夕夕夕夕))))」登場！」登場！」登場！」登場！        

    

    

 

本日 7 月 26 日（木）定期メンテナンス終了後より、新たな対戦ステージ「スナッグロック(夕)」を公開

いたします。今回登場するステージ「スナッグロック（夕）」は、高低差が激しい地形が特徴のマップ！  

洞窟の中を通って奇襲をかけたり、高い位置から遠距離で狙い撃ちしたり様々な楽しみ方ができま

す！  

「スナッグロック(夕)」では、ステージクリア報酬として「スターダスト」が出現します！  「スターダス

ト」は、本日新たに実装された武器「魔法少女ロングボウ」を合成するために必要な素材で、本ステー

ジでしか手に入らない貴重な素材です！  

ぜひこの機会にお楽しみください！  

 

 

 

 



 

 

 

 

    

「スナッグロック「スナッグロック「スナッグロック「スナッグロック((((夕夕夕夕))))」」」」    

        

        
 

    



 

 

    

新武器新武器新武器新武器5555 種類種類種類種類が新が新が新が新登場！登場！登場！登場！        

        

本日7月26日（木）定期メンテナンス終了後より、魔法少女をモチーフにしたデザインの武器『魔法

少女シリーズ』が登場いたします！ 新武器「魔法少女シリーズ」は、ポップなカラーとデザインの可

愛い武器となっており、対戦ステージでも注目間違いなしです！  

他にも、有名なライフル「AK-47」や、ショットガン「メルケル 41E」などの王道武器も登場！ ぜひチ

ェックしてみてください！  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

「魔法「魔法「魔法「魔法少女ショートボウ少女ショートボウ少女ショートボウ少女ショートボウ」」」」    「「「「魔法少女ステッキ魔法少女ステッキ魔法少女ステッキ魔法少女ステッキ」」」」    

        

「「「「魔法少女ロングボウ魔法少女ロングボウ魔法少女ロングボウ魔法少女ロングボウ」」」」    

    



 

 

「「「「AKAKAKAK----47474747」」」」    「「「「メルケルメルケルメルケルメルケル    41E41E41E41E」」」」    

        

    

    

    

    

夏にピッタリな夏にピッタリな夏にピッタリな夏にピッタリな衣装「衣装「衣装「衣装「浴衣ドレスシリーズ浴衣ドレスシリーズ浴衣ドレスシリーズ浴衣ドレスシリーズ」が」が」が」が登場！登場！登場！登場！        

    

    

本日 7 月 26 日（木）定期メンテナンス終了後から 9 月 27 日（木）定期メンテナンス開始前までの期

間中、夏にぴったりな「浴衣ドレスシリーズ」が登場いたします。 

浴衣をベースにレースやリボンをあしらった「浴衣ドレス」や、定番の浴衣、甚平です。エモー

ション「寝落ち」はうとうとする姿がとっても可愛らしい動きを見せてくれます！ 

ぜひ、この機会に浴衣ドレスで夏を満喫してみてください！ 

  

【販売期間】【販売期間】【販売期間】【販売期間】    

2012 年7 月26 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 9 月27 日(木)定期メンテナンス開始前 

 

【販売内容】【販売内容】【販売内容】【販売内容】    

「浴衣ドレスシリーズ」 

・女性 浴衣ドレス 薄紫 セット 

・女性 浴衣ドレス 深紅 セット 

・女性 花火浴衣 セット 

・男性 甚平 セット 

・エモーション「寝落ち」 

 



 

 

浴衣ドレスシリーズ衣装浴衣ドレスシリーズ衣装浴衣ドレスシリーズ衣装浴衣ドレスシリーズ衣装    

    

（エモーション「寝落ち」.gif） 

 

    

お祭り雰囲気たっぷりな衣装がお祭り雰囲気たっぷりな衣装がお祭り雰囲気たっぷりな衣装がお祭り雰囲気たっぷりな衣装が登場！登場！登場！登場！        

    

    

本日7月26 日（木）定期メンテナンス終了後から、9 月27 日（木）定期メンテナンス開始前までの期

間中、「お祭り衣装シリーズ」が登場いたします。 

お祭りにピッタリなハッピが 4 色！ それぞれ、対戦ステージを夏の雰囲気で盛り上げられる

衣装となっております。 ぜひゲットしてみてください！ 

 

【販売期間】【販売期間】【販売期間】【販売期間】    

2012 年7 月26 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 9 月27 日(木)定期メンテナンス開始前 

 



 

 

【販売内容】【販売内容】【販売内容】【販売内容】    

「お祭り衣装シリーズ」 

・女性 お祭り衣装 ハッピ赤 

・女性 お祭り衣装 ハッピ青 

・女性 お祭り衣装 ハッピ白 

・女性 お祭り衣装 ハッピ黒 

・お祭り衣装小物セット 

 

「「「「お祭り衣装（ハッピお祭り衣装（ハッピお祭り衣装（ハッピお祭り衣装（ハッピ 4444 色）色）色）色）」」」」    

    



 

 

    

魔法少女シリーズ登場記念！魔法使い衣装半額セール！魔法少女シリーズ登場記念！魔法使い衣装半額セール！魔法少女シリーズ登場記念！魔法使い衣装半額セール！魔法少女シリーズ登場記念！魔法使い衣装半額セール！        

    

    

本日7 月26 日（木）定期メンテナンス終了後から 8 月23 日(木)メンテナンス開始前までの期間中、

新武器『魔法少女シリーズ』の登場を記念して、「女性 魔法使いセット」衣装を半額にて販売いたしま

す。 

新武器でコーディネートをそろえるお得なチャンスですので、ぜひチェックしてみてください！  

    

≪≪≪≪「魔法少女シリーズ登場記念！「魔法少女シリーズ登場記念！「魔法少女シリーズ登場記念！「魔法少女シリーズ登場記念！    魔法使い衣装半額セール！魔法使い衣装半額セール！魔法使い衣装半額セール！魔法使い衣装半額セール！    」」」」開催概要≫開催概要≫開催概要≫開催概要≫    

 

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

2012 年7 月26 日（木）定期メンテナンス終了後 ～ 8 月23 日(木)メンテナンス開始前 

    

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

上記期間中は、「女性 魔法使いセット」を半額にて販売いたします。 

 

 

期間限定ステージ期間限定ステージ期間限定ステージ期間限定ステージ登場！登場！登場！登場！        

    

本日7 月26 日（木）定期メンテナンス終了後から 8 月2 日(木)メンテナンス開始前までの期間中、3

種類の対戦ステージを期間限定で公開いたします。 

期間限定ステージでは、通常のステージでは入手が難しい合成素材「証」が必ず出現いたしま 

ぜひプレイしてみてください！  

    

【公開期間】【公開期間】【公開期間】【公開期間】    

2012 年7 月26 日（木）定期メンテナンス終了後 ～ 8 月2 日(木)メンテナンス開始前 

【公開ステージ】【公開ステージ】【公開ステージ】【公開ステージ】    

・コンテナ埠頭(朝)濃霧 

・特殊対戦『檻籠』 

・大戦 ヴィンセン島(昼) 



 

 

 

 

 

    

システムアップデートシステムアップデートシステムアップデートシステムアップデート！！！！        

    

本日 7 月 26 日（木）定期メンテナンス終了後より、序盤ステージの難易度の調整や UI 変更、ショッ

プや師団長室の位置が分かるエフェクトの追加など様々なシステムアップデートを行います。 

 

≪≪≪≪システムアップデート内容システムアップデート内容システムアップデート内容システムアップデート内容≫≫≫≫    

 

【【【【序盤ステージ調整序盤ステージ調整序盤ステージ調整序盤ステージ調整】】】】    

初心者の方でも気軽に・簡単に遊べるように、序盤ステージの難易度を調整いたします。序盤ステ

ージは、1 人でもステージを開始出来るようになります。ステージによっては、制限時間延長や敵の

弱体化、攻略に便利なアイテムの追加設置などを行います。 

「「「「コンテナ埠頭コンテナ埠頭コンテナ埠頭コンテナ埠頭((((朝朝朝朝))))濃霧濃霧濃霧濃霧」」」」    「「「「大戦大戦大戦大戦    ヴィンセン島ヴィンセン島ヴィンセン島ヴィンセン島((((昼昼昼昼))))」」」」    

        

特殊対戦特殊対戦特殊対戦特殊対戦「「「「檻籠檻籠檻籠檻籠」」」」    

    



 

 

また、チュートリアルステージ「調律者誕生」をスキップできるようになります。 

 

【【【【消耗品スロットの新設消耗品スロットの新設消耗品スロットの新設消耗品スロットの新設】】】】    

UI に消耗品スロットを新設し、スロットをクリックするだけで消耗品を使用できるようになります。 

また、キーコンフィグから消耗品を使用するキーを割り当てられるようになります。 

 

【【【【フォース選択システムの導入フォース選択システムの導入フォース選択システムの導入フォース選択システムの導入】】】】    

対戦ステージでどちらの軍勢(フォース)に所属するかを、事前に選択できるようになります。 

 

【【【【道案内エフェクトの追加道案内エフェクトの追加道案内エフェクトの追加道案内エフェクトの追加】】】】    

ロビー内の施設の位置が分かるエフェクトを追加いたします。 

ステージに出撃する「シューター」や、ショップへ行けるワープポイント、師団長室前など各所に追

加いたします。 

 

【その他】【その他】【その他】【その他】    

他にも、クロムギアが必ずもらえる新アイテム「クロムギアボックス」の実装や、レア素材の出現確

率上昇など様々なシステムアップデートを行います。 

 

詳細は公式サイトをご確認ください。 

 

【公式サイト URL】http://mebius-online.jp/notice/notice_view.aspx?s=2&seq=94 

 

「「「「消耗品スロット消耗品スロット消耗品スロット消耗品スロット」」」」    「「「「フォース選択システムフォース選択システムフォース選択システムフォース選択システム」」」」    

    

    

「「「「シューター案シューター案シューター案シューター案内エフェクト内エフェクト内エフェクト内エフェクト.jpg.jpg.jpg.jpg」」」」    「「「「師団室前案内エフェクト師団室前案内エフェクト師団室前案内エフェクト師団室前案内エフェクト」」」」    

        

    

    



 

 

『メビウスオンライン』とは『メビウスオンライン』とは『メビウスオンライン』とは『メビウスオンライン』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. 



 

 

株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社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/ 

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/ 

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/ 

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

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

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/ 

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

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

 


