
 

 

平成24 年10 月2 日 

各位 

  

会社名 株式会社ゲームポット 

（URL  http://www.gamepot.co.jp/  ） 

 

『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』』』』おかげさまでおかげさまでおかげさまでおかげさまでまもなくまもなくまもなくまもなく 1111 周年！周年！周年！周年！    

イベントやキャンペーン盛りだくさんの「イベントやキャンペーン盛りだくさんの「イベントやキャンペーン盛りだくさんの「イベントやキャンペーン盛りだくさんの「Wizardry Online 1ST ANNIVERSARYWizardry Online 1ST ANNIVERSARYWizardry Online 1ST ANNIVERSARYWizardry Online 1ST ANNIVERSARY」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、難攻不落の王道RPG『Wizardry Online』において、10 月 2 日（火）定期メンテナンス

にてアップデートを行います。 

 

 
『Wizardry Online』は、正式サービス開始からまもなく 1 年となります。これを記念した「Wizardry Online 

1ST ANNIVERSARY」を本日より開催いたします！ 様々なイベントやキャンペーンが目白押しです。  

特設ページもオープン！今だから言える驚きの「Wizardry Online」開発秘話も公開いたします。 

ぜひご覧になってください！ 

 

特設ページ特設ページ特設ページ特設ページ URLURLURLURL    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/20121002anniversary/online.jp/event/20121002anniversary/online.jp/event/20121002anniversary/online.jp/event/20121002anniversary/    

    

 

 

 



 

 

力を合わせて限定装備を手に入れろ！力を合わせて限定装備を手に入れろ！力を合わせて限定装備を手に入れろ！力を合わせて限定装備を手に入れろ！    新イベント「モンスターラッシュ」開催新イベント「モンスターラッシュ」開催新イベント「モンスターラッシュ」開催新イベント「モンスターラッシュ」開催！！！！    

    
 本日10 月2 日（火）定期メンテナンス終了後から 10 月30 日（火）定期メンテナンス開始前までの期

間中、新イベント「モンスターラッシュ」を開催いたします。 

このイベントでは各マスに設定されたミッションのクリア数に応じてアイテムをプレゼントいたしま

す。ボスのマスではランダムでミッションが表示され、達成するとボスにダメージを与えられます。ボスの

討伐には、プレイヤー全員の協力が必要不可欠！ 

3 ワールド全ての冒険者の力を合わせ、限定装備や豪華報酬を手に入れよう！ 

 

 



 

 

新しいイベント装備も登場！新しいイベント装備も登場！新しいイベント装備も登場！新しいイベント装備も登場！    「「「「Mr.Mr.Mr.Mr.パンプキンの精霊祭」開催パンプキンの精霊祭」開催パンプキンの精霊祭」開催パンプキンの精霊祭」開催！！！！！！！！    

    

    
本日10月2日（火）定期メンテナンス終了後から11月6日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、 

昨年好評だったイベント「Mr.パンプキンの精霊祭」が復活いたします！  

ダンジョンで「精霊の種」を集めて「カボチャスフィア」を手に入れよう。開けるとイベント記念品やイベン

ト装備が手に入ります。 

また、期間限定でイベントの雰囲気を満喫できるアバターをロイヤルショップで販売！ こちらも合わせ

てご利用ください。期間限定アイテムをお見逃しなく！ 

 

詳細は特設ページをご覧ください詳細は特設ページをご覧ください詳細は特設ページをご覧ください詳細は特設ページをご覧ください    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/20121002anniversary/eventFairyfesta.htmlonline.jp/event/20121002anniversary/eventFairyfesta.htmlonline.jp/event/20121002anniversary/eventFairyfesta.htmlonline.jp/event/20121002anniversary/eventFairyfesta.html    

    

    

        
    



 

 

1111 周年にあわせてゲームをはじめよう！周年にあわせてゲームをはじめよう！周年にあわせてゲームをはじめよう！周年にあわせてゲームをはじめよう！    「新規登録キャンペーン」開催「新規登録キャンペーン」開催「新規登録キャンペーン」開催「新規登録キャンペーン」開催！！！！！！！！    

    
本日10月2日（火）定期メンテナンス終了後から10月30日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

「新規登録キャンペーン」を開催いたします！ 

本キャンペーンでは期間中にゲームを開始すると、冒険が有利になる特典満載のアイテム「ディメント

褒章(7 日)」をもれなくプレゼントするほか、ゲームの進行に応じて合計で最大3,000 円相当のアイテムを

プレゼントいたします！ 新しく始めるなら今がチャンス！ 

1 周年のタイミングにあわせて、『Wizardry Online』をはじめよう！ 

 

【入手条件】【入手条件】【入手条件】【入手条件】    【【【【入手アイテム入手アイテム入手アイテム入手アイテム】】】】    

ゲームに登録 ディメント褒章(7 日) 

レベル 2 に到達 最高級レッドポーション 

レベル 3 に到達 経験会得の秘伝書 

ソウルランク 2 に到達 忘却の遺産 

 

「新規登録キャンペーン」の「新規登録キャンペーン」の「新規登録キャンペーン」の「新規登録キャンペーン」の詳細は特設ページをご覧ください詳細は特設ページをご覧ください詳細は特設ページをご覧ください詳細は特設ページをご覧ください 

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/20121002newcomer/online.jp/event/20121002newcomer/online.jp/event/20121002newcomer/online.jp/event/20121002newcomer/    

    

    

    



 

 

    友達を友達を友達を友達を「「「「Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online」」」」に誘うとステキなアイテムをプレゼント！に誘うとステキなアイテムをプレゼント！に誘うとステキなアイテムをプレゼント！に誘うとステキなアイテムをプレゼント！    

    「冒険者招待キャンペーン」開催「冒険者招待キャンペーン」開催「冒険者招待キャンペーン」開催「冒険者招待キャンペーン」開催！！！！！！！！    

    
 本日10月2日（火）定期メンテナンス終了後から10月30日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

お友達を『Wizardry Online』に招待すると、招待した方とされた方それぞれに便利なアイテムをプレゼント

する「冒険者招待キャンペーン」を開催いたします。 

特設ページから招待用アドレスを発行して、あなたのお友達を『Wizardry Online』に招待しよう！ 

 

●招待した方●招待した方●招待した方●招待した方    

【入手条件】【入手条件】【入手条件】【入手条件】 【【【【入手アイテム入手アイテム入手アイテム入手アイテム】】】】 

招待した方がゲームにログイン 最高級レッドポーション(5 個) 

招待した方が「忘却の寺院」をクリア ブラックスフィア(1 個) 

エナジーメイト詰め合わせ(全種1 個) 

 

●招待された方●招待された方●招待された方●招待された方    

【入手条件】【入手条件】【入手条件】【入手条件】 【【【【入手アイテム入手アイテム入手アイテム入手アイテム】】】】 

「カリグラーゼ下水道」をクリア  経験会得の秘伝書(5 個) 

「カオカ･パラージ遺跡」をクリア 癒しの香(10 個) 

「デルティス大蔵室」をクリア 冒険者バッグ【小】(1 個) 

「黄龍の神殿跡」をクリア 武器鍛練石レベル 1(10 個) 

「アリア川貯水窟」をクリア マスターキャンプ(5 個) 

「忘却の寺院」をクリア 鍛練費用半額チケット(5 個) 

 

キャンペーンの詳細、および招待用アドレスの発行は特設ページから！キャンペーンの詳細、および招待用アドレスの発行は特設ページから！キャンペーンの詳細、および招待用アドレスの発行は特設ページから！キャンペーンの詳細、および招待用アドレスの発行は特設ページから！    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/20121002invitation/online.jp/event/20121002invitation/online.jp/event/20121002invitation/online.jp/event/20121002invitation/    

 

※注意事項 

・招待用アドレス以外から登録した場合、本キャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。 

・招待者へのアイテムの支給は、1 アカウントにつき 1 回までとなります。 

・招待者が支給アイテムを受け取るには、招待された方がミッションをクリアする必要があります。 

・支給アイテムはミッションをクリアした段階に応じて受け取ることができます。 

・本キャンペーンのミッションは、2012年10月2日(火)定期メンテナンス後～2012年11月27日(火）定期メ

ンテナンス開始までにクリアする必要があります。 

・支給アイテムの受け取りは 2012 年10 月2 日(火)定期メンテナンス後～2012 年11 月27 日(火）定期メン

テナンス開始まで行えます。 

 

 



 

 

RGRGRGRG アイテムアイテムアイテムアイテムがお得！！がお得！！がお得！！がお得！！    「週替わりアイテムセール」実施「週替わりアイテムセール」実施「週替わりアイテムセール」実施「週替わりアイテムセール」実施！！！！    

    

本日10月2日（火）定期メンテナンス終了後から10月30日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、 

毎週様々な RG アイテムを割引販売いたします！ 

今週は第1 弾として、「キャラクタースロット拡張枠」や「クロークの拡張依頼書」、「ロイヤルバッグ」など

を割引でご提供！ ぜひこの機会にお求めください！ 

 

割引アイテムの一覧は、特設ページをご覧ください割引アイテムの一覧は、特設ページをご覧ください割引アイテムの一覧は、特設ページをご覧ください割引アイテムの一覧は、特設ページをご覧ください    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/20121002anniversary/rgcampaign.htmlonline.jp/event/20121002anniversary/rgcampaign.htmlonline.jp/event/20121002anniversary/rgcampaign.htmlonline.jp/event/20121002anniversary/rgcampaign.html    

    

 

デプスゲートの高難易度版を実装！デプスゲートの高難易度版を実装！デプスゲートの高難易度版を実装！デプスゲートの高難易度版を実装！    

    
本日10 月2 日（火）定期メンテナンス終了後より、新デプスゲートを実装いたします。今回実装されるの

は「秘匿の決戦場【審美】」の高難易度版です！ 

モンスターが全般的に強化されておりますが、新登場の装備品もあり、とても魅力的な内容となってお

ります。 

この機会に腕試しにぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。 

  



 

 

    

【【【【Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online とは】とは】とは】とは】 

『Wizardry Online』は、PC ゲームの始祖とも呼べる Wizardry（ウィザードリィ）をオンラインゲームとして継

承・進化させた、難攻不落の王道RPG です。 

「ダンジョン攻略」「キャラクターがロストする恐怖」など旧来のテイストを持ちつつも、ゲームシステムはオ

ンラインゲーム向けに全く新しい Wizardry として進化しています。 

基本プレイ無料でどなたでも緊張感やシビアさの先にある達成感をお楽しみ頂けます。 

 

  

  
 

©Gamepot Inc. “Wizardry®” is a registered trademark of IPM Inc. All rights reserved.  

Licensed by IPM Inc. to Gamepot Inc. Wizardry Renaissance™ ©2009 IPM 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    

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

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.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/ 

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/ 

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

トリックスター http://www.trickster.jp/ 

お宝発掘 ホリキング http://horiking.jp/ 

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

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

幕末魂 http://bakuspirits.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（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

狩りとも http://company.gamepot.co.jp/special/karitomo/ 

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

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

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/ 

萌妖★クライシス http://company.gamepot.co.jp/special/moeyou/ 

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

蒼穹ドラゴンギルド http://pf.mbga.jp/12010535 

スマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリ 

ゆるロボ製作所 http://yururobo.jp 

 


