
 

 

平成25 年10 月1 日 

各位 

会社名 株式会社ゲームポット 

（URL  http://www.gamepot.co.jp/  ） 

 

ありがとう！ありがとう！ありがとう！ありがとう！    おかげさまでまもなくおかげさまでまもなくおかげさまでまもなくおかげさまでまもなく 2222 周年周年周年周年    

内容盛りだくさんの内容盛りだくさんの内容盛りだくさんの内容盛りだくさんの 2222 周年記念イベント「周年記念イベント「周年記念イベント「周年記念イベント「Wizardry Online 2Wizardry Online 2Wizardry Online 2Wizardry Online 2ndndndnd    ANNIVERSARYANNIVERSARYANNIVERSARYANNIVERSARY」を本日」を本日」を本日」を本日よりよりよりより開催開催開催開催    

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）が運営する、難攻不落の王道RPG『Wizardry Online』は 10月14日（月）に 2周年を迎え

ます。それを記念し本日10 月1 日（火）より、2 周年記念イベントを開催することをお知らせいたします。 

    

まもなくまもなくまもなくまもなく 2222 周年周年周年周年    イベント満載の特設イベント満載の特設イベント満載の特設イベント満載の特設WebWebWebWeb ページを本日オープン！ページを本日オープン！ページを本日オープン！ページを本日オープン！    

 

「Wizardry Online」は10月14日（月）に2周年を迎えます。皆さまの日頃のご愛顧に感謝し、本日10月1

日（火）より 2 周年イベントを開催いたします。 

イベントの詳細は、「Wizardry Online 2nd ANNIVERSARY」特設Web ページにて公開！ 

こちらのページでは、2 周年イベント期間中に行われるアップデートや各種イベントのスケジュールが

確認できるほか、2 周年のアップデート内容を振り返る特集コラムや近日公開予定のロードマップなど、盛

りだくさんの内容となっております。 

特設ページは毎週更新予定。チェックをお忘れなく。 



 

 

 

 

※画像は開発中のものです。 

    

2222 周年イベント「周年イベント「周年イベント「周年イベント「Wizardry Online 2Wizardry Online 2Wizardry Online 2Wizardry Online 2ndndndnd    ANNIVERSARYANNIVERSARYANNIVERSARYANNIVERSARY」特設」特設」特設」特設 WebWebWebWeb ページページページページ    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/online.jp/online.jp/online.jp/event/20131015anniversary/event/20131015anniversary/event/20131015anniversary/event/20131015anniversary/    

    

 

ありがとうありがとうありがとうありがとう 2222 周年！周年！周年！周年！        

記念アバター「記念アバター「記念アバター「記念アバター「2nd2nd2nd2nd アニバーサリーヘルム」が手に入るイベント「日めくりアニバーサリーヘルム」が手に入るイベント「日めくりアニバーサリーヘルム」が手に入るイベント「日めくりアニバーサリーヘルム」が手に入るイベント「日めくり    de Ponde Ponde Ponde Pon！」を開催！」を開催！」を開催！」を開催    

    
本日10 月1 日(火)定期メンテナンス終了後から 10 月22 日(火)定期メンテナンス開始前までの期間中、

2 周年を記念したイベント「日めくり de Pon！」を開催いたします。 

このイベントでは、1日1回用意されたカードの中から1枚をめくることができ、カードの絵柄が見事揃う

と、アイテムを入手できます。 



 

 

 

条件条件条件条件    報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム    

カードを 1 組揃える 経験会得の極意書(30 分) ×4 

カードを 2 組揃える 癒しの香 ×2 

カードを 3 組揃える ラッキーコイン ×4 

カードを 4 組揃える ブルーポーション ×10 

カードを 5 組揃える 
転職支援ボックス ×2 

2nd アニバーサリーヘルム ×1 

カードを 6 組揃える 最適化万能素材 ×2 

カードを 7 組揃える ロイヤル秘術石 ×2 

カードを 8 組揃える ディメント褒章(3 日) ×1 

 

報酬アイテムには 2 周年の記念アバター「2nd アニバーサリーヘルム」もご用意いたしました。 

様々なイベントが行われる 2 週年のタイミングで『Wizardry Online』にログインして、記念アバターをぜひ

入手してください。 

 

  
 

【注意事項】 

 ・報酬はカードの絵柄を揃えることで受け取ることができます。 

 ・1 日1 枚カードをめくることができます。 

 ・初回のみ 2 枚カードをめくることが可能です。 

 ・1 枚めくると、次回は翌日AM4 時以降に再びめくることができます。 

 ・1 度めくったカードは戻すことはできません。 

 ・受取アイテムは、ゲーム内のメール機能を用いてお送りいたします。 

 ・アイテム受取期限は、2013 年11 月5 日(火)定期メンテナンス開始前までとなります。 

 

 



 

 

賞味期限に注意！賞味期限に注意！賞味期限に注意！賞味期限に注意！    

ゲーム内で祝いの飲み物が貰えるイベント「赤いサイクロン」開催ゲーム内で祝いの飲み物が貰えるイベント「赤いサイクロン」開催ゲーム内で祝いの飲み物が貰えるイベント「赤いサイクロン」開催ゲーム内で祝いの飲み物が貰えるイベント「赤いサイクロン」開催    

    
本日10 月1 日(火)定期メンテナンス終了後から 10 月15 日(火)定期メンテナンス開始前までの期間中、

イベント「赤いサイクロン」を開催いたします。 

イベント期間中は港町イルファーロにNPC「赤いサイクロン ピョートル」がやってきており、1日1回祝い

の飲み物である「赤いサイクロン」をプレゼントしてくれます。 

飲むと時間限定の経験値アップなど非常に良い恩恵を受けることができますが、このアイテムは賞味

期限が短めなのでご注意ください。 

祝いの飲み物「赤いサイクロン」を飲んで、ダンジョン探索やモンスター討伐をお楽しみください。 

 

 



 

 

最大約最大約最大約最大約 30%30%30%30%オフ！お得なアイテムセールを開催！オフ！お得なアイテムセールを開催！オフ！お得なアイテムセールを開催！オフ！お得なアイテムセールを開催！    

 
10月1日(火)定期メンテナンス終了後から10月15日(火)定期メンテナンス開始前までの期間中、2周年

を記念したお得なアイテムセールを開催いたします。 

アイテムセールは 3 部に分かれており、10 月8 日(火)定期メンテナンス開始前までは、第1 部として以

下の期間制アイテムの割引を行います。 

 

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    価格価格価格価格    

ディメント褒章（30 日） 198RG → 178RG178RG178RG178RG 

ディメント褒章（7 日） 54RG → 48RG48RG48RG48RG 

ロイヤルバッグ 78RG → 62RG62RG62RG62RG 

セーコムの護符（30 日）（5 個） 98RG → 68RG68RG68RG68RG 

セーコムの護符（7 日）（5 個） 28RG → 19RG19RG19RG19RG 

保護の護符（30 日） 98RG → 68RG68RG68RG68RG 

忘却の遺産 198RG → 178RG178RG178RG178RG 

商人の心得（30 日） 48RG → 32RG32RG32RG32RG 

クロークの拡張依頼書 148RG → 118RG118RG118RG118RG 

キャラクタースロット拡張 98RG → 68RG68RG68RG68RG 

最大約30%オフのお得なセール期間中に、ぜひアイテムをお求めください！ 

 

【アイテムセール開催予定】【アイテムセール開催予定】【アイテムセール開催予定】【アイテムセール開催予定】    

＜第2 部＞ 10 月8 日（火）定期メンテナンス終了後～10 月15 日（火）定期メンテナンス開始前まで 

＜第3 部＞10 月22 日（火）定期メンテナンス終了後～10 月29 日（火）定期メンテナンス開始前まで 

 

 

パーティボーナスイベント開催パーティボーナスイベント開催パーティボーナスイベント開催パーティボーナスイベント開催    

    
本日 10 月 1 日(火)定期メンテナンス終了後から 10 月 8 日(火)定期メンテナンス開始前までの期間中、

パーティプレイ時における「獲得経験値」ボーナスが、大幅にアップいたします。 

 パーティ参加人数が多いほど、より早く・より多くのモンスターを倒せること間違いなし！ この機会にパ

ーティを組んで、レベル上げやアイテム探索をしよう。 



 

 

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

『Wizardry Online』は、コンピューター用RPG 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。 

 

  

  
 

“Wizardry（R）” is a registered trademark of Gamepot Inc. All rights reserved.  

Wizardry Renaissance（c）2009 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、AGGP Holdings,Inc.（※）

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/ ） 

（※）AGGP Holdings,Inc.はソネット株式会社のグループ会社です。 

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/ 

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.jp/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.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/ 

CABAL ONLINE http://www.cabal.jp/ 

トリックスター http://www.trickster.jp/ 

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

Shadow of Eclipse http://shadowofeclipse.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 

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

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 

わグルま★ http://star.waguruma.jp/ 

    


