
 

 

平成23 年10 月7 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』』』』本日本日本日本日 10101010 月月月月 7777 日（金）日（金）日（金）日（金）18181818：：：：00000000 よりオープンよりオープンよりオープンよりオープンββββテスト実施！テスト実施！テスト実施！テスト実施！    

さらにさらにさらにさらに先行ダッシュキャンペーンや先行ダッシュキャンペーンや先行ダッシュキャンペーンや先行ダッシュキャンペーンや公認ネットカフェサービス開始公認ネットカフェサービス開始公認ネットカフェサービス開始公認ネットカフェサービス開始！！！！！！！！    

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』において本日18：00よりオープンβテ

ストを開始いたします。 

    

オープンオープンオープンオープンββββテストテストテストテスト本日本日本日本日 10101010 月月月月 7777 日（金）日（金）日（金）日（金）18181818：：：：00000000 開始開始開始開始！！！！    さらに先行ダッシュキャンペーン開催！さらに先行ダッシュキャンペーン開催！さらに先行ダッシュキャンペーン開催！さらに先行ダッシュキャンペーン開催！    

    

『Wizardry Online』ではどなたでも自由にご参加いただける「オープンβテスト」を本日 10 月 7 日（金）

18：00 より実施いたします。オープンβテストにご参加頂いた方には、ゲーム内アイテム「レッドポーショ

ン（5 個）」をプレゼント！（正式サービスにプレゼント予定です。） 

正式サービスに先駆けて『Wizardry Online』を体験するチャンス！ お見逃しなく！ 

さらに、オープンβテスト開始からスタートダッシュキャンペーンを開催いたします。ストーリークエスト

「仮面の貴族」をクリアした際の選択報酬、特定の能力を強化できるベルトが 3 種類追加されています。

みんなで協力してクリアを目指そう！ 

 

 

詳細に関しましては下記特設サイトをご覧ください。詳細に関しましては下記特設サイトをご覧ください。詳細に関しましては下記特設サイトをご覧ください。詳細に関しましては下記特設サイトをご覧ください。    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/201110obt/online.jp/event/201110obt/online.jp/event/201110obt/online.jp/event/201110obt/    

    

 

 

≪オープン≪オープン≪オープン≪オープンββββテスト実施概要≫テスト実施概要≫テスト実施概要≫テスト実施概要≫    

    

    

【【【【開始開始開始開始日程】日程】日程】日程】    

2011 年10 月7 日（金） 18:00 予定 

    

    



 

 

【【【【参加特典参加特典参加特典参加特典】】】】    

レッドポーション 5 個（HP を少量回復させる薬） 

（正式サービス開始時に、該当アカウントへゲーム内メール機能を利用してお送りする予定です。） 

 

【【【【参加方法】参加方法】参加方法】参加方法】    

    下記公式サイトより会員登録を行った方全員ご参加頂けます。 

 

【使用可能種族【使用可能種族【使用可能種族【使用可能種族（予定）（予定）（予定）（予定）】】】】    

全種族・全性別が利用可能 

 

【クローズド【クローズド【クローズド【クローズドββββテストからの追加・変更内容テストからの追加・変更内容テストからの追加・変更内容テストからの追加・変更内容（予定）（予定）（予定）（予定）】】】】    

・使用可能種族の追加 

・新ダンジョンの追加 

・新装備アイテムの追加 

・販売アイテムの価格調整 

・モンスターのステータス、ドロップアイテムのバランス調整 

・キャラクター、ソウルのレベルアップに関するバランスの調整 

 

≪先行ダッシュイベント概要≫≪先行ダッシュイベント概要≫≪先行ダッシュイベント概要≫≪先行ダッシュイベント概要≫    

    

【開始日時】【開始日時】【開始日時】【開始日時】    

2011 年10 月7 日（金）18：00～10 月31 日（月）予定 

 

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

ストーリークエスト「仮面の貴族」をクリアした際に選択で入手できる報酬として、特定の能力を 

強化できるベルトが 3 種類追加されています。 

 

【追加報酬アイテム】【追加報酬アイテム】【追加報酬アイテム】【追加報酬アイテム】    

名称 品質 防御力 重量 特殊効果1 特殊効果2 

碧玉のベルト  Good 物理防御2 魔法防御0  0.30  HP+10 STR+1 VIT+1 INT-2 LUK-2  トレード不可 / 略奪されない 

翠玉のベルト  Good 物理防御1 魔法防御1  0.30  DEX+1 AGI+1 LUK+1 HP-5 MP-5  トレード不可 / 略奪されない 

瑠璃のベルト  Good 物理防御0 魔法防御2  0.30  MP+10 STR-2 AGI-2 INT+1 PIE+1 トレード不可 / 略奪されない 

    

 

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

・ストーリークエスト「仮面の貴族」をクリアすることで、報酬として 1 つを選択し、受け取ることが 

出来ます。 

・攻略対象となるダンジョン「黄龍の神殿跡」はレベル 8前後のパーティプレイでの攻略を前提とした 

難易度です。 

・イベント期間が終了すると、選択報酬から「碧玉のベルト」「翠玉のベルト」「瑠璃のベルト」は 

削除されます。 

 

 

 



 

 

 

 

 

公認ネットカフェサービス開始！公認ネットカフェサービス開始！公認ネットカフェサービス開始！公認ネットカフェサービス開始！    

本日10 月7 日（金）18：00 より、『Wizardry Online』公認ネットカフェサービスを開始いたします。現在約

600店舗を越える公認ネットカフェから『Wizardry Online』に接続すると、「獲得経験値25%アップ」や「蘇生

率 5%アップ」などのお得な特典が付与されます！ さらに特別強化店舗では、ゲーム内宿屋に特別メニ

ューが出現！ 特別強化店舗に関しましては、下記特設サイトにてご確認頂けますようお願い致しま

す。 

 

さらに 10 月7 日（金）から 10 月25 日（火）までの期間中はスタートダッシュキャンペーンを開催！ 

期間中に公認ネットカフェで接続すると、公認ネットカフェ全店舗にて、「獲得経験値 25%アップ」や「蘇

生率 5%アップ」などの通常の公認ネットカフェ特典に加えて、特別強化店舗特典であるゲーム内宿屋に

特別メニューが出現した状態でゲームを楽しむことが出来ます。 

お得に『Wizardry Online』を楽しむチャンス！ ぜひご利用ください。 

 

公認ネットカフェ店舗に関しましては、下記公認ネットカフェ店舗に関しましては、下記公認ネットカフェ店舗に関しましては、下記公認ネットカフェ店舗に関しましては、下記特設サイト特設サイト特設サイト特設サイト URLURLURLURL をご覧頂けますようお願い致します。をご覧頂けますようお願い致します。をご覧頂けますようお願い致します。をご覧頂けますようお願い致します。    

hthththttp://www.wizardrytp://www.wizardrytp://www.wizardrytp://www.wizardry----online.jp/sub/netcafe.aspxonline.jp/sub/netcafe.aspxonline.jp/sub/netcafe.aspxonline.jp/sub/netcafe.aspx    

（（（（2011201120112011 年年年年 10101010 月月月月 7777 日（金）日（金）日（金）日（金）18181818：：：：00000000 公開予定です。）公開予定です。）公開予定です。）公開予定です。）    

    

≪公認ネットカフェ特典≫≪公認ネットカフェ特典≫≪公認ネットカフェ特典≫≪公認ネットカフェ特典≫    

公認ネットカフェで『Wizardry Online』に接続すると下記特典が付加されます。 

 

①獲得経験値25％アップ 

②アイテム売却額5％アップ 

③死亡時の蘇生率5％アップ 

 

※ネットカフェ特典の「獲得経験値25%アップ」「売却額5%アップ」「蘇生率5%アップ」は他のアイテム、 

イベントなどと併用することが可能です。 

    

    

    

    

    



 

 

≪特≪特≪特≪特別強化店舗特典≫別強化店舗特典≫別強化店舗特典≫別強化店舗特典≫    

特別強化店舗にて『Wizardry Online』に接続すると、ゲーム内宿屋に特別メニューが追加されます。 

（上記公認ネットカフェ特典も付与されます。） 

特別強化店舗に関しましては、特設サイト（ http://www.wizardry-online.jp/sub/netcafe.aspx ）にて検索

可能です。（2011 年10 月7 日（金）18：00 公開予定です。） 

また、2011 年 10 月 7 日（金）18：00～10 月 25 日（火）メンテナンス開始前までの期間中はスタートダッシ

ュキャンペーンとして、下記特典が公認ネットカフェ全店舗にて付与されます。 

 

●宿屋特別メニュー 

・物置（無料）・・・・・・HP/MP が 80%まで回復、コンディション 80 まで回復。 

・VIP スイート（500G）・・・・・・HP/MP が全回復、コンディション 160 まで回復。 

 

    

『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』』』』OpenOpenOpenOpen    IDIDIDID 対応開始！対応開始！対応開始！対応開始！    

『Wizardｒｙ Online』では本日 10 月 7 日（金）18：00 より Yahoo！JAPANアカウントやTwitter アカウント

でログインすることができる Open IDに対応いたします。 

いつも使っているアカウントでログインできるので、初めから会員登録する手間が省け、より手軽に

『Wizardry Online』をはじめることが出来ます。 ぜひこの機会にお楽しみください。 

 

≪≪≪≪対応対応対応対応 IDIDIDID 一覧一覧一覧一覧≫≫≫≫    

 ・Yahoo！JAPAN 

 ・Twitter 

 ・Google 

 ・mixi 

 

    

『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』公式サイト』公式サイト』公式サイト』公式サイト URLURLURLURL    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/online.jp/online.jp/online.jp/    

    

WizardryWizardryWizardryWizardry に関するコミュニティ「に関するコミュニティ「に関するコミュニティ「に関するコミュニティ「Wizardry Wizardry Wizardry Wizardry 友の会」友の会」友の会」友の会」    

http://www.wizardryworld.com/bbs/http://www.wizardryworld.com/bbs/http://www.wizardryworld.com/bbs/http://www.wizardryworld.com/bbs/    



 

 

 

【【【【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。 

緊張感やシビアさの先にある、難易度が高いからこそ得られる達成感をお楽しみください。 

 

  

  

 

©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/ 

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/ 

ウィローズ http://www.weros.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/ 

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/ 

    


