
 

 

平成27 年1 月30 日 

各位 

会 社 名GMO ゲームポット株式会社 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

『『『『Wizardry SchemaWizardry SchemaWizardry SchemaWizardry Schema』』』』バージョンバージョンバージョンバージョン 1111．．．．1111．．．．3333 リリースリリースリリースリリース    

利便性向上、不具合修正で楽しみやすくなった『利便性向上、不具合修正で楽しみやすくなった『利便性向上、不具合修正で楽しみやすくなった『利便性向上、不具合修正で楽しみやすくなった『Wizardry SchemaWizardry SchemaWizardry SchemaWizardry Schema』を体感せよ』を体感せよ』を体感せよ』を体感せよ    

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）』において、1 月29 日（木）にアップデートを実施いたしました。 

 

バージョンバージョンバージョンバージョン 1.1.31.1.31.1.31.1.3 リリースリリースリリースリリース    

利便性向上、不具合修正を実施利便性向上、不具合修正を実施利便性向上、不具合修正を実施利便性向上、不具合修正を実施    

 

 

 1 月29 日メンテナンスにて、100 件を超える不具合の修正と利便性向上を実施いたしました。 

生まれ変わった『Wizardry Schema』を体感してください。 

 主なアップデート内容は下記のとおりです。 

 

■機能改善 

・『すべて同期を行う』実装 

本機能を利用することで、すべてのゲームデータを再取得し、ゲーム起動やゲームデータの不整合が

起きている状態を解消します。 

※すべての不具合を解消するものではございません。 

・クライアント安定化および、スムーズ化 

・冒険ログが表示されるまでの時間を短縮 

・施設の建設・拡張完了時にバッヂアイコンも表示を実現 

・ゲーム起動時、現在の読み込み進捗の表示を実現 

・通信エラー発生時に自動的に同期を図る処理を追加 

 

  



 

 

■不具合修正 

・特定の操作を行った際に強制終了が発生する 

→ゲーム起動時や、冒険ログ・ステータス観覧などの特定の操作時に、ゲームが強制終了する不具合を→ゲーム起動時や、冒険ログ・ステータス観覧などの特定の操作時に、ゲームが強制終了する不具合を→ゲーム起動時や、冒険ログ・ステータス観覧などの特定の操作時に、ゲームが強制終了する不具合を→ゲーム起動時や、冒険ログ・ステータス観覧などの特定の操作時に、ゲームが強制終了する不具合を

修正いたしました。修正いたしました。修正いたしました。修正いたしました。    

・アプリをバックグラウンドにした際に冒険が進行していない 

→冒険に出発させた後、アプリをバックグラウンドにした際、ゲームを再起動するまで帰還しない問題を→冒険に出発させた後、アプリをバックグラウンドにした際、ゲームを再起動するまで帰還しない問題を→冒険に出発させた後、アプリをバックグラウンドにした際、ゲームを再起動するまで帰還しない問題を→冒険に出発させた後、アプリをバックグラウンドにした際、ゲームを再起動するまで帰還しない問題を

修正いたしました。修正いたしました。修正いたしました。修正いたしました。    

・冒険やシナリオクエスト進行、通知などが正常に機能しない 

→冒険やクエスト、村の施設拡張などを行った際に、正常に進行しない、通知が来ないなどの問題を修正→冒険やクエスト、村の施設拡張などを行った際に、正常に進行しない、通知が来ないなどの問題を修正→冒険やクエスト、村の施設拡張などを行った際に、正常に進行しない、通知が来ないなどの問題を修正→冒険やクエスト、村の施設拡張などを行った際に、正常に進行しない、通知が来ないなどの問題を修正

いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。    

・戦闘および、冒険に関連する動作不良 

→状態異常などのステータスに変化が発生する際の、正常にステータスが反映されない、挙動がおかし→状態異常などのステータスに変化が発生する際の、正常にステータスが反映されない、挙動がおかし→状態異常などのステータスに変化が発生する際の、正常にステータスが反映されない、挙動がおかし→状態異常などのステータスに変化が発生する際の、正常にステータスが反映されない、挙動がおかし

い問題を修正いたしました。い問題を修正いたしました。い問題を修正いたしました。い問題を修正いたしました。    

・表示と異なる動作が発生する問題 

→モンスター図鑑の知識率が表示上あがらない問題を含む、複数の表示上の不具合を修正いたしまし→モンスター図鑑の知識率が表示上あがらない問題を含む、複数の表示上の不具合を修正いたしまし→モンスター図鑑の知識率が表示上あがらない問題を含む、複数の表示上の不具合を修正いたしまし→モンスター図鑑の知識率が表示上あがらない問題を含む、複数の表示上の不具合を修正いたしまし

た。た。た。た。    

 

■仕様変更 

・遺伝特性「天然」の効果を「LUK が 2 倍になる」から「運の良さの成長期待値が★3 になる」に変更 

・所持数が最大の状態でも鍛錬ができるように変更 

・重複して効果を発揮しないエンチャント効果を重複するように変更 

・特防のエンチャントの軽減ダメージ効果を、元値の 80%までに変更 

・文章を最後までスクロールしなくてもクエストを受けられるように変更 

・ボルタック商店の在庫が 9999 を超えた場合も売却が行えるように変更 

 ※9999 を超える在庫は破棄されます。 

・テレポーターの罠の効果を 

『回避時：強制帰還』、『命中時：全滅』から、『回避時：回避』、『命中時：強制帰還』に変更 

・遺伝特性「英雄」の計算式を変更し、「寺院Lv3 以上」＋「英雄」時に灰からの蘇生率を 100％へ修正 

 

修正内容の詳細については下記修正内容の詳細については下記修正内容の詳細については下記修正内容の詳細については下記 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/info/defectList.htms.jp/info/defectList.htms.jp/info/defectList.htms.jp/info/defectList.htm    

 

また、長らくご不便をおかけしたお詫びとして、以下アイテムをメッセージ BOX へお送りいたしました。 

 

アイテム名 個数 

SP ダンジョンチケット【R】 10101010    

レアドロップ UP・解除＋1 10101010    

経験値50%UP 3333    

時短の書 3333    

 

引き続き皆さまからのご指摘やご意見を踏まえ、継続的に改善・改修を行ってまいります。 

 

Wizardry SchemaWizardry SchemaWizardry SchemaWizardry Schema 公式サイトは下記ＵＲＬよりご確認ください公式サイトは下記ＵＲＬよりご確認ください公式サイトは下記ＵＲＬよりご確認ください公式サイトは下記ＵＲＬ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/    



 

 

SPSPSPSP ダンジョン応援セール実施ダンジョン応援セール実施ダンジョン応援セール実施ダンジョン応援セール実施    

 

1 月29 日メンテナンス終了後から 2 月5 日（木）メンテナンス開始前までの期間中、「SP ダンジョン応援

セール」を実施中です。 

レアドロップUP・解除＋1は、キャラクター「グロリス」などが持つ、特性「野心家」などと合わせることで、

大きな効果を発揮します。 

 

この機会にぜひお試しください。 

 

アイテム名 通常価格 セール価格 

レアドロップ UP・解除＋1 ×10 25RG 15RG15RG15RG15RG（（（（40% OFF40% OFF40% OFF40% OFF））））    

SP ダンジョンチケット【R】×5 25RG 20RG20RG20RG20RG（（（（20% OFF20% OFF20% OFF20% OFF））））    

 

 

公式Ｔｗｉｔｔｅｒフォローキャンペーン開催！公式Ｔｗｉｔｔｅｒフォローキャンペーン開催！公式Ｔｗｉｔｔｅｒフォローキャンペーン開催！公式Ｔｗｉｔｔｅｒフォローキャンペーン開催！    

 

 1 月29 日メンテナンス終了後から 2 月5 日（木）メンテナンス開始前までの期間中、公式Ｔｗｉｔｔｅｒをフォロ

ーし、以下の内容をRT（リツイート）してくれた方を対象にSP ダンジョンチケット【R】×10が抽選で20名さ

まにプレゼントするキャンペーンを開催中です。 

 

 ぜひ、公式Ｔｗｉｔｔｅｒをフォローして、お得に SP ダンジョンチケット【R】を入手しよう！ 

 

対象のツイートは下記ＵＲＬよりご確認ください対象のツイートは下記ＵＲＬよりご確認ください対象のツイートは下記ＵＲＬよりご確認ください対象のツイートは下記ＵＲＬよりご確認ください    

https://twitter.com/wiz_schema/status/560724393706274817https://twitter.com/wiz_schema/status/560724393706274817https://twitter.com/wiz_schema/status/560724393706274817https://twitter.com/wiz_schema/status/560724393706274817    

 

 

【注意事項】 

※当選発表は2月5日（木）のメンテナンス後に、シリアルコードの送付をもってかえさせていただきます。 

※すでに公式Ｔｗｉｔｔｅｒをフォローされている方は、リツイートしていただくだけで応募可能です。 

※プレゼントはＴｗｉｔｔｅｒ上の DM（ダイレクトメッセージ）にてシリアルコードとしてお送りいたします。 

※公式Ｔｗｉｔｔｅｒをフォローしていない場合、DM（ダイレクトメッセージ）をお送りすることができないため、抽

選の対象外となります。ご注意ください。 

 



 

 

2222 月のアップデート情報月のアップデート情報月のアップデート情報月のアップデート情報    先行公開！先行公開！先行公開！先行公開！    

    

    次期アップデート情報を先行公開いたします。新ダンジョン「サザウロニ地下迷宮」が登場予定。このタン

ジョンは「蒼の洞窟」を超える難易度となっています。 

 

---------------------------------------------------------------------- 

サザウロニアの地下迷宮。 

 

かつて魔女シャーデの動乱の最中に発見された 

比較的新しい未開拓地だ。 

 

サザウロニアの地下迷宮は、幾多の冒険者を拒み続けてきた 

「ダルア皇国の空中庭園」の先にあるため、 

ここもダルア皇国に由来する遺跡ではないかと言われている。 

 

ダルア皇国とは、 

かつてアザルス大陸を統一した強大な軍事国家だった。 

 

今はアザルス大陸三大国家の一つと言われている 

ディメント王国ですら、ダルア皇国の末席に 

過ぎなかったというのだから、どれだけ巨大な国家だったのか、 

想像もつかない。 

 

その大国が残した宝物庫と聞かされたら、 

誰でも心躍るだろう・・・ 

 

が、冒険者は違う。 

 

宝物庫が今もまだ踏破されていないということは、 

恐ろしい仕掛けや怪物が仕掛けてあるに違いない。 

 

だが、それでも挑むのが冒険者の矜持なのだ。 

 

黒猫Ｔｉｐｓでも新ダンジョン「サザウロニア地下迷宮」についての噂や先行情報をお届けしております。 

ぜひご活用ください。 



 

 

 

サザウロニアの噂一部公開サザウロニアの噂一部公開サザウロニアの噂一部公開サザウロニアの噂一部公開    

～モンスター編～～モンスター編～～モンスター編～～モンスター編～    

サザウロニアのダンジョンには、巨人やドラゴンがワラワラでてくるらしいサザウロニアのダンジョンには、巨人やドラゴンがワラワラでてくるらしいサザウロニアのダンジョンには、巨人やドラゴンがワラワラでてくるらしいサザウロニアのダンジョンには、巨人やドラゴンがワラワラでてくるらしい    

        
    

～お宝編～～お宝編～～お宝編～～お宝編～    

ある名工が鍛え上げた剣が眠っているらしいある名工が鍛え上げた剣が眠っているらしいある名工が鍛え上げた剣が眠っているらしいある名工が鍛え上げた剣が眠っているらしい    

これまで登場したことのない精霊たちも住んでいるらしいこれまで登場したことのない精霊たちも住んでいるらしいこれまで登場したことのない精霊たちも住んでいるらしいこれまで登場したことのない精霊たちも住んでいるらしい    

    

未開拓地「サザウロニア」で珍しいアイテムをたくさん入手しよう！ 

 

        



 

 

『『『『Wizardry SchemaWizardry SchemaWizardry SchemaWizardry Schema（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.



 

 

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/ 

Wizardry Online †LIBERAL† http://liberal.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/ 

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/ 

    


