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『Wizardry Online』
Online』ついに上位職の情報公開！！
義賊風のレアアバターの登場や期間限定イベント実施など内容盛りだくさん！！
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、1 月 29 日（火）定期メンテナンス
にてアップデートを行います。
義賊風の衣装「エージェントセット」が新登場！
義賊風の衣装「エージェントセット」が新登場！

本日 1 月 29 日(火)定期メンテナンス後より、「ブラックスフィア」の新レアアバターアイテムとして「エージ
ェントセット」を実装いたします。

かつてハーサント連邦で名を馳せた義賊 JJ が着ていたとされる衣装。
JJ はハーサント連邦の諜報員としてディメント王国やクォパティ法制院の諜報活動をしていたが、
どこの国でも一握りの上流階級が弱者から搾取している状況に嘆き、
肥え太る金持ちから奪い、痩せ衰える弱者に与える義賊となった。
JJ はその後ハーサント連邦に捕らわれて処刑されるが、その活躍は庶民に愛され続け
いまもオペラなどの舞台で演じられている。
背中のドクロは JJ が愛用したトレードマークを模したもの。

ハットやタイが特徴的な義賊風の衣装を身につけて、ぜひゲーム内でもご活躍ください！

詳細は、マジックスフィア
詳細は、マジックスフィア 特設ページをご覧ください。
http://www.wizardryhttp://www.wizardry-online.jp/event/magicsphere/

上位職への転職条件を公開！ さらに、上位職解放アイテムの先行ドロップを開始！

上位職特設サイトにて、上位職解放クエストの概要と、4 つの上位職「サムライ」「ビショップ」「ロード」「ニ
ンジャ」の各職業に必要なステータスとアライメントの情報を公開いたしました。
上位職へ転職するには各職業のマスターからの試練を達成し、自らの力を示す必要があります。
転職したい上位職の情報をしっかりチェックしよう！

また、本日1 月29 日(火)定期メンテナンス終了後より、サムライ・ビショップ・ロード・ニンジャの実装に先
がけて、上位職への転職に必要となる「魂のかけら」を一部のモンスターがドロップする先行イベントを開
催いたします！
「魂のかけら」はドラグーン地下遺跡以降に出現するボスモンスターからドロップします。
間もなく実装される「上位職」への転職に向け、今のうちから「魂のかけら」を集めておこう！
特設サイトでは今後も上位職情報を随時お伝えしていきますので、お見逃しなく！
(上位職解放アイテムの先行ドロップイベントについても、こちらでご確認いただけます)
http://www.wizardryhttp://www.wizardry-online.jp/event/20130122elitejob/

チャージするなら今！ 25 人に 1 人チャージ
人チャージ RG が 1.5 倍！

本日1月29日(火)定期メンテナンス後より、「チャージするなら今！25人に1人チャージRGが 1.5倍！」
キャンペーンを実施いたします。
本キャンペーン中に 3,000 円以上の RG(ロイヤルゴールド)をチャージいただくと、抽選で 25 人に 1 人、
チャージ額が 1.5 倍となります！
【キャンペーン期間】
第 1 弾：2013 年 1 月 29 日(火)定期メンテナンス終了後～2013 年 2 月 5 日(火)定期メンテナンス開始
第 2 弾：2013 年 2 月 5 日(火)定期メンテナンス開始～2013 年 2 月 12 日(火)定期メンテナンス開始
【当選者のボーナス額】 （当選者は 25 人に 1 人となります）
チャージ額
本来のボーナス額
当選者のボーナス額
3,000 円
300RG + 15RG
300RG + 15RG + 150RG
5,000 円
500RG + 30RG
500RG + 30G + 250RG
10,000 円
1,000RG + 70RG
1,000RG + 70RG + 500RG

【当選者へのボーナス RG 付与日】
第 1 弾： 2013 年 2 月 5 日(火)定期メンテナンス時
第 2 弾： 2013 年 2 月 12 日(火)定期メンテナンス時
RG をチャージするなら今がお得！ ぜひご利用ください。
【注意事項】
※本キャンペーンはハンゲーム ID をご利用の方は対象外となります。
※本キャンペーンでは、3000 円、5000 円、10,000 円のチャージを 1 口 1 回として、それぞれ抽選を行いま
す。
3000 円と 5000 円のチャージを行い 3000 円チャージ分が当選すると、150RG が付与されます。
※25 回チャージを行っても、必ず当選するものではございません。ご了承ください。
※第 1 弾、第 2 弾の当選者は、それぞれの期間中にチャージしたアカウントから抽選されます。
第 1 弾の期間中に行ったチャージは、第 2 弾では抽選対象となりません。ご注意ください。
※当選者の発表は RG の付与をもってかえさせていただきます。

「ミッション報酬 3 倍」イベント開催！

本日1月29日(火)定期メンテナンス後から2月5日(火)定期メンテナンス開始まで、「ミッション報酬3倍」
イベントを実施いたします。
イベント期間中、冒険者ギルドで受注できるミッションの報酬がその日最初の1回だけ3倍になります！
仲間と一緒に色々なミッションをこなして、3 倍の報酬をゲットしよう！
【注意事項】
※1 日のうちに同一ミッションを 2 回達成した場合、報酬は通常のものになります。
※報酬の経験値と Gold ともに 3 倍になります。
※3 倍となる条件はキャラクターごとに管理されています。
※1 日 1 回のカウントは報告時のタイミングとなります。

ソウルランクアップイベント「魂の修練」開始！

本日 1 月29 日(火)定期メンテナンス後から 2 月12 日(火)定期メンテナンス開始まで、「魂の修練」イベン
トを実施いたします。
本イベントでは、期間中に獲得したソウルポイントの 15～35%がイベント終了後に加算されます。
加算されるボーナスの割合はイベント開始時点のソウルランクによって決定します。ソウルポイントを
たくさん稼いで、ランクアップを目指しましょう！
加算されるボーナス割合

ソウルランク

ソウルポイントボーナス

1～4

35%

5～8

30%

9～12

25%

13～16

20%

17～22

15%

【注意事項】
※イベント開始時点のソウルランクによってボーナス割合が決定します。
※イベント開始後に作成されたソウルはソウルランク 1 のボーナスが適用されます。
※追加獲得ソウルポイントの付与は、2013 年 2 月 12 日(火)定期メンテナンス時の予定です。
※追加獲得ソウルポイントの小数点以下は切り上げとなります。
※データの更新は一日一回、5:00 頃の予定です。

【Wizardry Online 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
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
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/

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
童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ-

http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/

童話スピリッツ-海と空の島々-

http://company.gamepot.co.jp/special/douwa3/

狩りとも

http://company.gamepot.co.jp/special/karitomo/

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/

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
ゆるロボ製作所

http://yururobo.jp

ゆるロボ製作所ふぃーばー

http://yururobo.jp

