
 

 

平成26 年9 月17 日 

各位 

 

会 社 名GMO ゲームポット株式会社 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』』』』PKPKPKPK のない新ワールド『のない新ワールド『のない新ワールド『のない新ワールド『††††    Liberal Liberal Liberal Liberal ††††』』』』（リベラル）（リベラル）（リベラル）（リベラル）本日始動！本日始動！本日始動！本日始動！    

誰もが喜ぶ誰もが喜ぶ誰もが喜ぶ誰もが喜ぶ「「「「スタートダッシュキャンペーンスタートダッシュキャンペーンスタートダッシュキャンペーンスタートダッシュキャンペーン」」」」やライブイベントやライブイベントやライブイベントやライブイベント開催開催開催開催など記念企画が目など記念企画が目など記念企画が目など記念企画が目白押し白押し白押し白押し    

オンラインゲームの開発・運営を行う GMO ゲームポット株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：服

部 直人、以下GMO ゲームポット）は、難攻不落の王道RPG『Wizardry Online』において、本日9 月17 日

（水）より、新ワールド『† Liberal †』（リベラル）をオープンいたします。 

 

今回の新ワールドは今回の新ワールドは今回の新ワールドは今回の新ワールドは PKPKPKPK のない平和な世界のない平和な世界のない平和な世界のない平和な世界！！！！  

 

    
    

本日9 月17 日（水）、新ワールド『† Liberal †』（リベラル）をオープンいたします。 

新ワールド『† Liberal †』（リベラル）は、「PK 禁止」「犯罪行為禁止」という新ルールが適用されたワール

ドです。これまで「PK」「犯罪行為」に悩まされていた方も、お気軽にご参加頂けます。 

 

『† Liberal †』（リベラル）は、和気藹々
わ き あ い あ い

とした世界観、そして”ライブ感”を重視し、冒険の刺激になるよう

なこれまでと違う様々な「仕掛け」を準備し、皆さまをお待ちしております。 

 

普段現れることのない多くのモンスターに遭遇したり、突然、街の住人から救助要請を受けたり。『† 

Liberal †』（リベラル）では、そんな非日常を数多く味わうことが可能です。 

 

日常にちょっとした刺激を求めているあなた、ぜひ新ワールド『† Liberal †』（リベラル）をお楽しみくださ

い。 

 

詳細は詳細は詳細は詳細は『『『『††††    Liberal Liberal Liberal Liberal ††††』』』』ワールドワールドワールドワールド公式ページよりご確認下さい公式ページよりご確認下さい公式ページよりご確認下さい公式ページよりご確認下さい    

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



 

 

※すでに『Wizardry Online』をご利用のお客様は、新たに『† Liberal †』ワールドをご利用になる場合、追加

でコンテンツ登録を行う必要がございます。 

※『† Liberal †』ワールドでプレイするには、専用のゲームクライアントが必要です。 

従来の「Wizardry Online」のワールドでログインするために使用しているゲームクライアントはご利用いた

だけません。 

※『† Liberal †』ワールド内で購入した RG は、『† Liberal †』ワールドでのみ使用することができます。他

のワールドでは使用できません。 

※「アルバロア」及び「エゼルシャーン」ワールドで購入した RG は、『† Liberal †』ワールドでは使用できま

せん。 

    

    

『『『『††††    Liberal Liberal Liberal Liberal ††††』』』』（リベラル）（リベラル）（リベラル）（リベラル）ワールドワールドワールドワールドオープンオープンオープンオープン    記念記念記念記念企画が盛りだくさん！企画が盛りだくさん！企画が盛りだくさん！企画が盛りだくさん！    

    
本日9月17日（水）より、新ワールド『† Liberal †』のオープンを記念し、スタートダッシュキャンペーンや

ライブイベントを開催いたします。 

 

■■■■ようこそ、新しい世界へ。ようこそ、新しい世界へ。ようこそ、新しい世界へ。ようこそ、新しい世界へ。スタートダッシュキャンペーンスタートダッシュキャンペーンスタートダッシュキャンペーンスタートダッシュキャンペーン！！！！    

期間： 9 月17 日(水) サービス開始後から 11 月18 日(火)メンテナンス開始前まで 

対象ワールド：『† Liberal †』 

 

概要： 期間中、以下のダンジョンを攻略するたびに、冒険がより便利になる「ディメント褒章」や、冒険の

戦利品をより多く運べる「冒険者バッグ【中】」などの、さまざまな特典をプレゼントいたします。 

 

ダンジョンダンジョンダンジョンダンジョン    報酬報酬報酬報酬    

カリグラーゼ下水道 ディメント褒章（3 日） 

デルティス大蔵室 100 年の輝き 

黄龍の神殿跡 冒険者バッグ【中】 

アリア川貯水窟 ディメント褒章（3 日） 

忘却の寺院 エナジーメイトセット 

旧地下水路/地下ドラグーン遺跡 ディメント褒章（7 日） 

 

 

■■■■体験してみませんか体験してみませんか体験してみませんか体験してみませんか？？？？    『鍛錬体験』キャンペーン！『鍛錬体験』キャンペーン！『鍛錬体験』キャンペーン！『鍛錬体験』キャンペーン！    

期間： 9 月17 日(水) サービス開始後から 9 月30 日(火)定期メンテナンス開始前まで 

対象ワールド：『† Liberal †』 

 

手持ちの武具が物足りなくなってしまった、次のダンジョンの敵が強い……そんな場合には、武具を強化

する「鍛錬」をお試しください。 



 

 

期間中、武具の鍛錬を行っていただくと、その成果に応じて、さまざまな特典をプレゼントいたします。 

 

鍛錬のランク鍛錬のランク鍛錬のランク鍛錬のランク    報酬報酬報酬報酬    

＋1 ディメント褒章（1 日） 

＋2 冒険者バッグ【中】 

＋3 ディメント褒章（1 日） ＆ LV2 鍛錬石 5 個セット 

＋4 強化保護石【CP】 LV2  ＆ 鍛錬石 10 個セット 

＋5 ディメント褒章（3 日） LV3  ＆ 鍛錬石 5 個セット 

＋6 癒しの香（5 個） 

＋7 ウェルカム・スフィア（1 個） 

 

■■■■RGRGRGRG チャージキャンペーンチャージキャンペーンチャージキャンペーンチャージキャンペーン 

期間： 9 月17 日(水)サービス開始後 から 9 月30 日(火)定期メンテナンス開始前まで 

対象ワールド：『† Liberal †』 

 

概要： 期間中『† Liberal †』ワールドで「RG」のチャージをした方に、『ガーディアンバッグ』をプレゼントい

たします。 

 

ガーディアンバッグとは、「14 スロット」のバッグです。 

大きなスロットを持つバッグを持っていることで、体力を回復するポーションやキャンプを多く持ち運べるよ

うになるほか、戦利品を多く持ち帰ることができるようになります。 

ぜひこの機会に、冒険を有利に進めることのできる『ガーディアンバッグ』を入手しましょう！ 

 

 

■■■■ライブイベント「冒険者ギルドの職員見習い」ライブイベント「冒険者ギルドの職員見習い」ライブイベント「冒険者ギルドの職員見習い」ライブイベント「冒険者ギルドの職員見習い」    

期間： 9 月17 日(水) サービス開始後から 9 月24 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

対象ワールド：『† Liberal †』 

場所： 港町イルファーロ (1ch) 

 

イベント期間中、『港町イルファーロ (1ch)』に冒険者ギルドの見習い職員を名乗る「アリーナ」が不定期

で登場します。 

 

登場する「アリーナ」の抱える問題を解消することに成功すれば、少しばかりの「良いこと」が待っている

かもしれません。もちろん、問題を解消しないことも、その場に居合わせた冒険者の皆さまの選択次第で

す。 

 

なお、『† Liberal †』（リベラル）ワールドでプレイするためには、すでに『Wizardry Online』をプレイしてい

る方も、あらためて登録と専用のクライアントダウンロードが必要となります。 

 



 

 

【【【【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。 

 

【【【【††††    LLLLiberal iberal iberal iberal ††††ワールドとはワールドとはワールドとはワールドとは】】】】    

「PK 禁止」「犯罪行為禁止」の新ワールドです。『† Liberal †』では、世界観を重視し、ロールプレイ部分に

重点を置いた『Wizardry Online』をお楽しみ頂けます。 

 

  

  
 

“Wizardry（R）” of GMO Gamepot Inc. All rights reserved.  

Wizardry Renaissance(TM) (c)2009 GMO Gamepot Inc. All rights reserved.



 

 

GMOGMOGMOGMO ゲームポット株式ゲームポット株式ゲームポット株式ゲームポット株式会社について会社について会社について会社について 

GMO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す。 

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/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.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/ 

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

Shadow of Eclipse http://shadowofeclipse.jp/ 

コアマスターズ http://www.coremasters.jp/ 

MIRROR WAR http://www.mirrorwar.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/ 

Shadow of Eclipse(Android版) http://shadowofeclipse.jp/ 

    


