
 

 

平成26 年11 月14 日 

各位 

会 社 名GMO ゲームポット株式会社 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

「「「「WizardryWizardryWizardryWizardry」×欧風ギルドレストラン「ザ・グランヴァニア」」×欧風ギルドレストラン「ザ・グランヴァニア」」×欧風ギルドレストラン「ザ・グランヴァニア」」×欧風ギルドレストラン「ザ・グランヴァニア」    

「「「「WizardryWizardryWizardryWizardry」」」」の世界が体験できる夢のタイアップの世界が体験できる夢のタイアップの世界が体験できる夢のタイアップの世界が体験できる夢のタイアップ企画企画企画企画実施実施実施実施決定決定決定決定    

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、スマートフォン向けアプリ『Wizardry Schema（ウィザードリィ スキー

マ）』と難攻不落の王道RPG『Wizardry Online』において、11月27日（木）より、欧風ギルドレストラン「ザ・グ

ランヴァニア」（東京都千代田区）とのタイアップ企画を実施いたします。 

 

 

ギルド酒場はどんなところ？ギルド酒場はどんなところ？ギルド酒場はどんなところ？ギルド酒場はどんなところ？    

「「「「WizardryWizardryWizardryWizardry」」」」の雰囲気が楽しめるタイアップの雰囲気が楽しめるタイアップの雰囲気が楽しめるタイアップの雰囲気が楽しめるタイアップ企画企画企画企画開催開催開催開催    

    

    

 

来たる、11月27日（木）から12月11日（木）までの期間中、「Wizardry」×欧風ギルドレストラン「ザ・グラ

ンヴァニア」タイアップ企画を実施いたします。 

対象タイトルは、先日新たなストーリーが実装されたスマートフォン向け新作アプリ『Wizardry Schema』

と、10月にサービス開始から3周年を迎え、ますます盛り上がりを見せる、難攻不落の王道RPG『Wizardry 

Online』の 2 タイトルです。 

 

タイアップ期間中は「Wizardry」ならではのオリジナルタイアップメニューが多数登場！ 今回だけのオリ

ジナルメニューやゲーム内の、あのアイテムを味わうことが可能です。 

さらに、タイアップオリジナルメニューをご注文いただくと、タイアップ限定レアアイテムをプレゼントいた

します。こんなアイテム見たことがない！？ 

タイアップ期間中に「ザ・グランヴァニア」へお立ち寄りいただき、限定レアアイテムを入手してください。 

 

「「「「WizardryWizardryWizardryWizardry」」」」××××「ザ・グランヴァニア」「ザ・グランヴァニア」「ザ・グランヴァニア」「ザ・グランヴァニア」タイアップ特設ページタイアップ特設ページタイアップ特設ページタイアップ特設ページ    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----onlionlionlionline.jp/ne.jp/ne.jp/ne.jp/event/20141127granvania/event/20141127granvania/event/20141127granvania/event/20141127granvania/



 

 

【「ザ・グランヴァニア」タイアップ 詳細】 

 

◆タイアップ期間 

2014 年11 月27 日（木）～12 月11 日（木） 

 

◆タイアップ内容 

「「「「WizardryWizardryWizardryWizardry」」」」××××「「「「ザ・グランヴァニアザ・グランヴァニアザ・グランヴァニアザ・グランヴァニア」」」」    タイアップオリジナルタイアップオリジナルタイアップオリジナルタイアップオリジナル FOODFOODFOODFOOD メニュー登場メニュー登場メニュー登場メニュー登場    

今回だけのタイアップオリジナルメニューが登場いたします。 

「Wizardry」の世界に登場する料理を再現しました。 

この料理を味わえるのはタイアップ期間だけ！ ぜひご賞味あれ。 

 

タイアップオリジナルタイアップオリジナルタイアップオリジナルタイアップオリジナル FOODFOODFOODFOOD    

  

グランヴァニア特製 

ディメント定食 

ボーパルバニーサラダ 

  

ノーム族お手製ハンバーグ グリーンスライムゼリー 

  

？草 ★チャレンジメニュー Wizardry カレー 

Wizardry モード 

※写真はサンプルです。実際とは異なる可能性がございます 



 

 

 

★★★★チャレンジメニューチャレンジメニューチャレンジメニューチャレンジメニュー    

Wizardry カレーの最難易度「Wizardry モード」を 1 分20 秒以内に完食した方に、タイアップ限定シリアル

カードを 2 枚プレゼントいたします。勇気ある冒険者の挑戦をお待ちしております。 

  

※超激辛です。ご高齢者・小さなお子さま、及び体調の優れない方はご遠慮ください。食後の体調不良

に、弊社及びザ・グランヴァニアでは一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承下さい。 

 

タイアップ限定タイアップ限定タイアップ限定タイアップ限定シリアルカードシリアルカードシリアルカードシリアルカード    

タイアップメニューを 2 品頼むと、「ザ・グランヴァニア」のスタッフが実写で『Wizardry Schema』の冒険者

として登場する、限定シリアルカードを 1 枚プレゼントいたします。 

キャラクターは全部で 10 人（1 人2 枚）。スタッフのシリアルカードをゲットして、一緒に冒険に出かけま

しょう。 

 

    

キャラ名：kana 

種族：ムーク 

職業：ソーサラー 

キャラ名：ひな 

種族：ポークル 

職業：ビショップ 

    

キャラ名：ami 

種族：ラウフル 

職業：ニンジャ 

キャラ名：anzu 

種族：ポークル 

職業：メイジ 



 

 

    

キャラ名：まりな 

種族：フェルパー 

職業：サモナー 

キャラ名：meru 

種族：フェアリー 

職業：ドルイド 

    

キャラ名：SENRI 

種族：エルフ 

職業：アーチャー 

キャラ名：CHACHA 

種族：ノーム 

職業：プリースト 



 

 

    

キャラ名：YUI 

種族：ドワーフ 

職業：ロード 

キャラ名：玲奈 

種族：ティターン 

職業：シーフ 

※画像の左は通常、右は☆ありです。☆ありは通常よりも能力値の高いキャラクターです。 

 

来場者特典来場者特典来場者特典来場者特典    

全席にペーパーランチョンマットをご用意しております。ご自由にお持ち帰りください。 

※数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきます。 

 

◆注意事項◆注意事項◆注意事項◆注意事項    

※店内でご購入された以外の飲食物のお持込はご遠慮願います。 

※タイアップメニューはタイアップ期間限定商品です。 

※店内及びスタッフの撮影はお店のルールに従ってください。 

※タイアップ限定シリアルカードはタイアップメニューを 2 品ご注文いただく毎に 1 枚プレゼントいたしま

す。 

※タイアップ限定シリアルカードは数に限りがございます。無くなり次第、シリアルカードの配布は終了い

たします。 

※タイアップ限定シリアルアイテムのキャラクターは選択することはできません。同じキャラクターが出る

可能性がございますので、ご了承ください。 

※アルコールは 20 歳未満の方にご提供することはできません。 

 

 

アラハゥイとアフロがやってくるアラハゥイとアフロがやってくるアラハゥイとアフロがやってくるアラハゥイとアフロがやってくる！！！！！！！！    

「「「「WizardryWizardryWizardryWizardry」」」」    トークショートークショートークショートークショー    inininin    「「「「ザ・グランヴァニアザ・グランヴァニアザ・グランヴァニアザ・グランヴァニア」」」」        

        

欧風ギルドレストラン「ザ・グランヴァニア」とのタイアップを記念し、11 月29 日（土）15：00～16：00 に

「ザ・グランヴァニア」店内にて、「Wizardry」トークショーを実施いたします。 

 

出演者は、仮面の貴族アラハゥイこと「Wizardry」総合プロデューサー岩原と、GM アフロこと『Wizardry 

Online』プロデューサー吉野の 2 名。 

トークショーでは本タイアップについての裏話や、『Wizardry Schema』『Wizardry Online』の今後について

のお話、皆さまから頂いたご質問事項への回答など、盛りだくさんの内容でお送りいたします。 



 

 

本日11月14日（金）より、皆さまからの質問事項の受付を開始いたします。トークショー質問事項事前受

付ページより、質問事項を投稿してください。トークショー当日にいくつかをピックアップしてお話いたしま

す。 

皆さまのご来場及びご投稿をお待ちしております！ 

 

タイアップ特設サイトはこちらタイアップ特設サイトはこちらタイアップ特設サイトはこちらタイアップ特設サイトはこちら    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jonline.jonline.jonline.jp/p/p/p/event/20141127granvania/event/20141127granvania/event/20141127granvania/event/20141127granvania/    

    

トークショー質問事項事前受付ページはこちらトークショー質問事項事前受付ページはこちらトークショー質問事項事前受付ページはこちらトークショー質問事項事前受付ページはこちら    

https://ic.gamepot.co.jp/my/support/feedback?c=wizhttps://ic.gamepot.co.jp/my/support/feedback?c=wizhttps://ic.gamepot.co.jp/my/support/feedback?c=wizhttps://ic.gamepot.co.jp/my/support/feedback?c=wiz    

※件名を必ず「トークショー質問」と記入してください。 

 

＜「Wizardry」トークショー 詳細＞ 

 

◆開催日時 

2014 年11 月29 日（土）15：00～16：00 

※14：50 より入場可能。 

※16：15 までにお店からご退場いただくようお願いします。 

再度お店にご来店される際は、お手数ですがもう一度お店に入り直すようお願いいたします。 

 

◆場所 

欧風ギルドレストラン「ザ・グランヴァニア」http://the-granvania.ciao.jp/sin-map.htm  

 

◆参加方法 

・先着30 名様のみ参加可能。 

・11 月29 日（土）13：00 より、店内レジ横の専用スペースにて整理券を配布いたします。 

先着制で、整理券番号1～30 の札を持った方のみ、14：50 から店舗に入場することが出来ます。 

・ワンドリンク制です。ドリンクを 1 品必ずご注文いただけますようお願いします。 

 

◆整理券を持っているのに開演時間に遅れてしまった場合 

店内入口にいるスタッフに整理券番号をご提示ください。 

一番後ろの席にご案内いたします。 

 

◆整理券をなくしてしまった場合 

紛失・盗難などいかなる場合においても整理券の再発行はできません。 

整理券がないとトークショーに入場することは出来ません。ご注意ください。 

 

◆参加注意点 

※席が他の方と相席になる場合がございます。 

※トークショー中に自由にお料理を注文することが可能です。ぜひご利用ください。 

※トークショー中の録画・録音は禁止です。 

※トークショー中の出演者への干渉・接触などはお控えください。 

※トークショー中の出演者への質問などは受け付けることができません。 

事前に質問フォームへのご投稿をお願いいたします。 

※事前にご投稿いただいたすべての質問にお答えすることは難しい状況です。あらかじめご了承くださ



 

 

い。 

※店内及びスタッフの撮影はご遠慮ください。 

※店内で購入された以外の飲食はお控えください。 

※店内で暴れたり騒いだりすることはおやめください。 

何度注意しても繰り返す場合は即刻ご退場いただきます。 

※万が一やむを得ない事情により日時を変更する場合は、 

『Wizardry Online』『Wizardry Schema』それぞれの公式サイトおよび Twitter よりお知らせいたします。 

※イベント当日は、スタッフ、マスコミによるイベントの写真撮影が行われ、写真が掲載される場合もござ

いますので、あらかじめご了承ください。 

※撮影されたそれらの写真、動画については公式サイトなど GMO ゲームポットが運営する各種サイト、

または報道媒体を通じて公開される場合がございます。 

※各イベントに関する内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承くださ

い。 

 

【欧風ギルドレストラン「ザ・グランヴァニア」とは】 

JR 秋葉原駅電気街口から、徒歩45 秒！！ 

老舗喫茶店「古炉奈」の伝統を受け継ぐメイド喫茶＆コスプレ酒場です。心のこもった手作り本格料理を提

供しております。喫茶タイムではお得なランチメニューやメイドと一緒にコーヒー豆をブレンドするメイドブ

レンドが、酒場タイムでは、メイドがワゴンサービスをする自家製ローストビーフや、鴨のローストが人気

です。 欧州を中心とした各国の瓶ビールも 30 種類あり、日本では珍しいビールもございます。 

ゲームに出てくる酒場のような雰囲気の中、手作りの本格的な欧風料理をお楽しみください。 

（http://the-granvania.ciao.jp/index.html） 



 

 

『『『『Wizardry SchWizardry SchWizardry SchWizardry Schemaemaemaema（ウィザードリィ（ウィザードリィ（ウィザードリィ（ウィザードリィ    スキーマ）スキーマ）スキーマ）スキーマ）』』』』とは 

操作は簡単！あなたは、連れて行く冒険者と行き先を決めるだけ！ 

冒険中に発生した戦闘やイベントは、あとからビジュアル付きのログで確認ができます。 

濃厚なストーリーをサクサク楽しみつつ、キャラクター育成やアイテムコレクションなどの 

やり込み要素もしっかり追求できる本格ダンジョン探索型ログ RPG となっています。 

ぐっと身近になった『Wizardry Schema』の世界を堪能しましょう！ 

    

POINTPOINTPOINTPOINT    

◆本格ダンジョン探索型ログ◆本格ダンジョン探索型ログ◆本格ダンジョン探索型ログ◆本格ダンジョン探索型ログ RPGRPGRPGRPG    

スキマの時間に冒険者を選び、行動の指示を出します。すると…いつの間にか冒険者が帰還！ 

あとから冒険中に発生した戦闘やイベントを、ビジュアル付きのログで確認できます。 

   
 

◆多種多様なキャラクター作成と育成◆多種多様なキャラクター作成と育成◆多種多様なキャラクター作成と育成◆多種多様なキャラクター作成と育成    そして「最強」が目指せる転職システムそして「最強」が目指せる転職システムそして「最強」が目指せる転職システムそして「最強」が目指せる転職システム    

キャラクターとして選べる種族は最大10 種類。選択できる職業は 16 種類！ 

それに加え、性別・アライメントなど…組み合わせはなんと 5000 通り以上も存在します。 

もちろん Wizardry 伝統の「転職」もあり。前職のスキルを継承できるので、すべての職業スキルを覚えた

最強の冒険者を目指すことも可能です。 

あなただけの冒険者、パーティを目指しましょう。 

   



 

 

    

◆拾ったお宝の価値は鑑定で明らかに！シリーズ最大のコレクション要素◆拾ったお宝の価値は鑑定で明らかに！シリーズ最大のコレクション要素◆拾ったお宝の価値は鑑定で明らかに！シリーズ最大のコレクション要素◆拾ったお宝の価値は鑑定で明らかに！シリーズ最大のコレクション要素    

ダンジョンでモンスターを倒したり、宝箱を開けると、様々なアイテムを手に入れることができます。 

最初はどんなアイテムかわかりませんが、鑑定するとアイテムの名前や能力が明らかに！ 

手に入れたアイテムに「エンチャント」で特殊効果をつけたり、「鍛錬」で性能値を上げる楽しみもありま

す。 

また、アイテムの収集はもちろん、モンスター図鑑や書物など、いくつものコレクション要素が用意されて

おり、その数はシリーズ最大！ 

とんでもないお宝を目指してダンジョンに今すぐ旅立ちましょう。 

   
 

 

＜＜＜＜WizardryWizardryWizardryWizardry とはとはとはとは…………＞＞＞＞    

1981 年アメリカにて発売された『Wizardry』は、コンピューター用RPG の始祖の一つと言われています。ダ

ンジョンの探索、敵との戦闘、アイテムの収集、キャラクターの成長・・・後の様々な RPG に多大な影響を

与えたそのゲーム内容は、根源的な面白さが世界的に認められ、現在までに 20 種類以上もの系列タイト

ルが発売されています。『Wizardry』33 周年である 2014 年。 

新しい世代に連なる作品として『Wizardry Schema』が登場しました。 

 

『『『『Wizardry SchemaWizardry SchemaWizardry SchemaWizardry Schema』公式サイトは下記』公式サイトは下記』公式サイトは下記』公式サイトは下記URLURLURLURL よりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認ください    

http://www.wizhttp://www.wizhttp://www.wizhttp://www.wiz----s.jp/s.jp/s.jp/s.jp/    

 

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

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



 

 

【【【【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）” of GMO Gamepot Inc. All rights reserved.  

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



 

 

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

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/ ） 

 

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 

Wizardry Schema http://www.wiz-s.jp/ 

わグルま★ http://star.waguruma.jp/ 

オンライオンライオンライオンラインゲームンゲームンゲームンゲーム    

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/ 

コアマスターズ http://www.coremasters.jp/ 

MIRROR WAR http://www.mirrorwar.jp/pre/ 

    


