
 

 

平成26 年12 月16 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』その数なんと』その数なんと』その数なんと』その数なんと 47474747 スキル！大規模なスキル調整を実施スキル！大規模なスキル調整を実施スキル！大規模なスキル調整を実施スキル！大規模なスキル調整を実施        

そしてついにスキル継承スロットがソウルランク恩恵に追加！そしてついにスキル継承スロットがソウルランク恩恵に追加！そしてついにスキル継承スロットがソウルランク恩恵に追加！そしてついにスキル継承スロットがソウルランク恩恵に追加！    

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12 月16 日

（火）定期メンテナンス時にアップデートを行います。 

 

「スキル継承スロット」追加！「スキル継承スロット」追加！「スキル継承スロット」追加！「スキル継承スロット」追加！    

大規模スキル調整実施大規模スキル調整実施大規模スキル調整実施大規模スキル調整実施 

 
本日12 月16 日（火）定期メンテナンスにて、ソウルランク恩恵の追加と、大規模なスキル調整を実施い

たしました。 

 

待望のスキル継承スロットを追加したことにより、キャラクタービルドに大きく関わるスキル継承スロット

が 5 つから 2 つ増え、最大で 7 つのスキルが継承できるようになりました。 

    

【新たなソウルランク恩恵の追加】【新たなソウルランク恩恵の追加】【新たなソウルランク恩恵の追加】【新たなソウルランク恩恵の追加】    

新たなソウルランク恩恵が解放され、スキル継承スロットの追加および継承可能なスキルレベル合計値

が追加されます。 

 

ソウルランクソウルランクソウルランクソウルランク    追加内容追加内容追加内容追加内容    

22222222    6666 番目のスキル継承スロット番目のスキル継承スロット番目のスキル継承スロット番目のスキル継承スロットが解放されます 

継承可能なスキルレベル合計値が「「「「38383838」」」」になります 

25252525    継承可能なスキルレベル合計値が「「「「40404040」」」」になります 

27272727    7777 番目のスキル継承スロット番目のスキル継承スロット番目のスキル継承スロット番目のスキル継承スロットが解放されます 

 

また、調整スキル数47 スキルという大規模なスキル調整を実施いたします。 

特にファイターやメイジを中心としたスキルを強化し、また、一部のスキルは大きく仕様が変更されます。 

 



 

 

【スキル調整の内容】【スキル調整の内容】【スキル調整の内容】【スキル調整の内容】    

スキル名スキル名スキル名スキル名    調整内容調整内容調整内容調整内容    

ショックウェーブショックウェーブショックウェーブショックウェーブ    消費する OD が大幅に減少します。 

ガードクラッシュガードクラッシュガードクラッシュガードクラッシュ    

武器属性（斬打突）の影響を強く受けるようになり、ヒット後は自身の武器属性

ダメージを大幅に上昇させる効果を付与します。 

アライメント「混沌」時、威力が増加します。 

ピアシングピアシングピアシングピアシング    
ヒット後、自身から敵に対する「防御無視」効果を一定時間付与します。 

再詠唱時間が短縮されるほか、消費する OD が大幅に減少します。 

セルフヒールセルフヒールセルフヒールセルフヒール    低スキルレベル時の再詠唱時間を大幅に短縮します。 

レイジレイジレイジレイジ    アライメント「中立」時のダメージカット効果を強化します。 

ウォークライウォークライウォークライウォークライ    アライメント「中立」時、OD 回復効果を強化します。 

パワーチャージパワーチャージパワーチャージパワーチャージ    二度目の攻撃まで継続するようになります。 

オフェンシブガードオフェンシブガードオフェンシブガードオフェンシブガード    

大きく効果を変更します。 

ガード時に物理攻撃力上昇の効果が付与され、物理攻撃力上昇の効果時間中

に再度ガードした場合は、この効果が上昇します。 

スキルレベルにより、オフェンシブガードの効果時間が増加します。 

※物理攻撃力上昇の効果時間はレベルにより増加しません。 

インサイトインサイトインサイトインサイト    スキルレベルに応じて、詠唱時間を短縮します。 

ファストブレイクファストブレイクファストブレイクファストブレイク    

コンボの繋がり方を変更します。 

※「ハイドアタック」や「スタンスマッシュ」などからコンボが繋がるようになりま

す。 

ホーリーエンチャントホーリーエンチャントホーリーエンチャントホーリーエンチャント    スキルレベルに応じて、再詠唱時間を短縮します。 

キュアポイズンキュアポイズンキュアポイズンキュアポイズン    詠唱時間を大幅に短縮します。 

キュアパラリシスキュアパラリシスキュアパラリシスキュアパラリシス    詠唱時間を大幅に短縮します。 

リペアシールドリペアシールドリペアシールドリペアシールド    アライメント「混沌」時の OD 回復効果量を強化します。 

フレイムアローフレイムアローフレイムアローフレイムアロー    低いスキルレベル時の再詠唱時間を短縮します。威力が上昇します。 

ファイアボールファイアボールファイアボールファイアボール    威力が大幅に上昇します。 

エアウォールエアウォールエアウォールエアウォール    

敵に対して、連続ヒットするようにします。 

「中立」アライメントの場合、詠唱時間を短縮します。 

※規定回数のヒットにより、魔法は消滅します。 



 

 

エアウォールズエアウォールズエアウォールズエアウォールズ    

ヒット数が増加し、威力が上昇します。 

敵に対して、連続ヒットするようにします。 

再詠唱時間、効果時間を変更します。 

※規定回数のヒットにより、魔法は消滅します。 

インベストフレイムインベストフレイムインベストフレイムインベストフレイム    
アライメント追加効果をアライメント「中立」から、アライメント「秩序」へと変更し

ます。 

アイシクルアローアイシクルアローアイシクルアローアイシクルアロー    低いスキルレベル時の再詠唱時間を短縮します。威力が上昇します。 

ストーンアローストーンアローストーンアローストーンアロー    低いスキルレベル時の再詠唱時間を短縮します。威力が上昇します。 

ウィンドアローウィンドアローウィンドアローウィンドアロー    低いスキルレベル時の再詠唱時間を短縮します。威力が上昇します。 

ムーブバインドムーブバインドムーブバインドムーブバインド    効果時間を延長します。上部方向の効果範囲を拡大します。 

アクトバインドアクトバインドアクトバインドアクトバインド    上部方向の効果範囲を拡大します。 

ハードバインドハードバインドハードバインドハードバインド    上部方向の効果範囲を拡大します。 

ポイズンガスポイズンガスポイズンガスポイズンガス    詠唱時間を大幅に短縮します。 

パパパパラリシスウィンドラリシスウィンドラリシスウィンドラリシスウィンド    詠唱時間を大幅に短縮します。 

ライフスティールライフスティールライフスティールライフスティール    再詠唱時間を短縮します。スキルレベルに応じて、詠唱時間を短縮します。 

クイックキャストクイックキャストクイックキャストクイックキャスト    スキルレベルに応じて、詠唱時間を短縮します。 

ヴィクティムリターンヴィクティムリターンヴィクティムリターンヴィクティムリターン    
魂のみを女神像に移動させるように仕様を変更します。 

詠唱時間を大幅に短縮します。 

ワーゼンブロウワーゼンブロウワーゼンブロウワーゼンブロウ    敵に付与されたデバフの数に応じて、ダメージが上昇するようにします。 

タブエンドタブエンドタブエンドタブエンド    スキルレベルに応じて、「気絶」効果時間が延長します。 

ハイメディスンハイメディスンハイメディスンハイメディスン    再詠唱時間を大幅に短縮します。 

メディスンシャワーメディスンシャワーメディスンシャワーメディスンシャワー    再詠唱時間を大幅に短縮します。 

スティールアタックスティールアタックスティールアタックスティールアタック    

敵の HP 残量に応じて、成功確率がより大きく影響するように変更します。 

ノーマル品質のアイテムを盗んだ場合も、パーティの取得品として扱われるよ

うに変更します。 

クイックムーブクイックムーブクイックムーブクイックムーブ    効果時間が延長します。効果時間は最大で 30 秒です。 

トラップカーニバルトラップカーニバルトラップカーニバルトラップカーニバル    再詠唱時間を短縮します。罠のダメージが増加します。 

聞き耳聞き耳聞き耳聞き耳    より正確に鑑定できるように調整します。 



 

 

慎重に探る慎重に探る慎重に探る慎重に探る    効果量が増加します。再詠唱時間を短縮します。 

迎撃迎撃迎撃迎撃    迎撃時、ターゲットの方を向くように修正します。 

鳳龍烈風斬鳳龍烈風斬鳳龍烈風斬鳳龍烈風斬    威力が上昇します。 

火遁火遁火遁火遁    
スキルレベルに応じて、詠唱時間を短縮します。 

※最大スキルレベルで、現在の詠唱時間が半分になります。 

土遁土遁土遁土遁    
スキルレベルに応じて、詠唱時間を短縮します。 

※最大スキルレベルで、現在の詠唱時間が半分になります。 

水遁水遁水遁水遁    
スキルレベルに応じて、詠唱時間を短縮します。 

※最大スキルレベルで、現在の詠唱時間が半分になります。 

風遁風遁風遁風遁    
スキルレベルに応じて、詠唱時間を短縮します。 

※最大スキルレベルで、現在の詠唱時間が半分になります。 

スニークビハインドスニークビハインドスニークビハインドスニークビハインド    通常攻撃に反応する挙動を、近接物理攻撃に反応するように変更します。 

シールドバッシュシールドバッシュシールドバッシュシールドバッシュ    
スキル発動時、物理および魔法ダメージを一部カットし、ノックバックの効果を

無効化します。 

 

【補足情報】 

 ※低いスキルレベルの場合、調整前と比較し、性能が低下するスキルも存在します。 

 

追加になったスキル継承スロット、そして様変わりしたスキルをどうぞお試しください。



 

 

 

よい子の冬の精霊祭よい子の冬の精霊祭よい子の冬の精霊祭よい子の冬の精霊祭    VS VS VS VS 大人の冬の精霊祭大人の冬の精霊祭大人の冬の精霊祭大人の冬の精霊祭！！！！ 

 
 

本日 12 月 16 日（火）定期メンテナンス終了後から、2015 年 1 月 9 日（金）メンテナンス開始前までの期

間中、毎年恒例の季節イベント「冬の精霊祭」を開催いたします。 

 

2 大勢力による戦いが今、始まる。 

昨年の「冬の精霊祭」で亡き者にされた冬の精霊「Mr.レッドラム」と、大人の社交場にやってきた「レッド

ラムちゃん」。 

2 大勢力の戦いはいかに？！ 

今年も冬の精霊祭でお楽しみください。 

 

詳細は、「冬の精霊祭」特設ページをご覧ください。 

 

■アルバロア・エゼルシャーンワールド 

http://www.wizardry-online.jp/event/20141216winterfesta/ 

 

■†Liberal†ワールド 

http://liberal.wizardry-online.jp/event/20141216winterfesta/ 

 

※2015 年1 月13 日(火) の定期メンテナンスは、2015 年1 月9 日(金) に実施日を変更いたします。 

 

 

冒険者育成強化キャンペーン開催冒険者育成強化キャンペーン開催冒険者育成強化キャンペーン開催冒険者育成強化キャンペーン開催！！！！！！！！ 

 
 

本日 12 月 16 日（火）定期メンテナンス終了後から、2015 年 1 月 6 日（火）定期メンテナンス開始前まで

の期間中、取得経験値が大幅にブーストされる「冒険者育成強化キャンペーン」を開催いたします。 

 

期間中は、通常のソウルランク恩恵の経験値ブーストが通常よりも大きくなります。また、転職時に必要



 

 

な転職石の必要量を大幅カット！ さらに転職に関連するアイテムのプレゼントも実施いたします。 

    

■■■■期間中期間中期間中期間中    転職に必要な転職石転職に必要な転職石転職に必要な転職石転職に必要な転職石    

使用使用使用使用状況状況状況状況    通常時通常時通常時通常時    キャンペーン中キャンペーン中キャンペーン中キャンペーン中    

転職時 
転職石10 個 

または魂のかけら 10 個 

転職石転職石転職石転職石 5555 個個個個    

または魂のかけらまたは魂のかけらまたは魂のかけらまたは魂のかけら 5555 個個個個    

上位職解放ミッション 魂のかけら 20 個 魂のかけら魂のかけら魂のかけら魂のかけら    5555 個個個個    

 

■■■■さらに、さらに、さらに、さらに、期間中に転職した冒険者へは以下のどちらかのアイテムを選択のうえで期間中に転職した冒険者へは以下のどちらかのアイテムを選択のうえで期間中に転職した冒険者へは以下のどちらかのアイテムを選択のうえで期間中に転職した冒険者へは以下のどちらかのアイテムを選択のうえでプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント。。。。    

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    アイテム内容アイテム内容アイテム内容アイテム内容    

初級経験値ポーション 

+ 

職業別見習いセット(4 種の内1 種) 

レベル 10 に必要な経験値を得ることが出来る。 

+ 

職業別見習い装備セット 

高級レッドポーション【CP】 HP を中程度回復させる薬 

 

様々なスキル調整が実施されるこの機会をご活用のうえ、ぜひ様々な職業に転職してみましょう！ 

 

※取得経験値のボーナス量は「アルバロア・エゼルシャーン」、「†Liberal†」ワールドとで異なります。 

 



 

 

【【【【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。 

 

  

  
 

“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/ ） 

 

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/ 

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 

わグルま★ 

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

http://star.waguruma.jp/ 

    

 

 

 


