
 

 

平成27 年3 月12 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』×『』×『』×『』×『WizardryWizardryWizardryWizardry～戦乱の魔塔～～戦乱の魔塔～～戦乱の魔塔～～戦乱の魔塔～』コラボレーションスタート』コラボレーションスタート』コラボレーションスタート』コラボレーションスタート    

今今今今はじはじはじはじめるとめるとめるとめるとかなりかなりかなりかなりお得なお得なお得なお得な    “キックスタートキャンペーン”も同時開催“キックスタートキャンペーン”も同時開催“キックスタートキャンペーン”も同時開催“キックスタートキャンペーン”も同時開催！！！！    

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、本日3月12日（木）より、ダンジョンソーシャルRPG『Wizardry ～戦乱の魔塔～』とのコラボ

レーションを実施いたします。 

 

『『『『Wizardry Wizardry Wizardry Wizardry SchemaSchemaSchemaSchema』×』×』×』×『『『『WizardryWizardryWizardryWizardry～戦乱の魔塔～』～戦乱の魔塔～』～戦乱の魔塔～』～戦乱の魔塔～』コラボレーションスタートコラボレーションスタートコラボレーションスタートコラボレーションスタート    

 

 

本日3月12日（木）メンテナンス終了後から、4月9日（木）メンテナンス開始前までの期間中、『Wizardry 

Schema』と『Wizardry～戦乱の魔塔～』のコラボレーションを実施いたします。 

 

コラボレーション期間中、『Wizardry Schema』と『Wizardry～戦乱の魔塔～』それぞれで、冒険に役立つア

イテムがたくさんゲットできます。 

 

ぜひ、この機会に「Wizardry」の世界をご堪能ください。 

 

『『『『Wizardry SchemaWizardry SchemaWizardry SchemaWizardry Schema』×』×』×』×『『『『WizardryWizardryWizardryWizardry～戦乱の魔塔～』～戦乱の魔塔～』～戦乱の魔塔～』～戦乱の魔塔～』コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーションサイトはこちら！サイトはこちら！サイトはこちら！サイトはこちら！    

http://www.wizhttp://www.wizhttp://www.wizhttp://www.wiz----s.jp/campaign/20150312_senran/s.jp/campaign/20150312_senran/s.jp/campaign/20150312_senran/s.jp/campaign/20150312_senran/    

    

『『『『Wizardry SchemaWizardry SchemaWizardry SchemaWizardry Schema』』』』公式公式公式公式サイトはこちら！サイトはこちら！サイトはこちら！サイトはこちら！    

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



 

 

 

【【【【Wizardry SchemaWizardry SchemaWizardry SchemaWizardry Schema から戦乱の魔塔を起動する！】から戦乱の魔塔を起動する！】から戦乱の魔塔を起動する！】から戦乱の魔塔を起動する！】    

① 『Wizardry Schema』を起動してください。 

② 『Wizardry Schema』のお知らせから「戦乱の魔塔コラボレーション」についてのページを開き、 

「このアプリをインストール」ボタンを押してください。 

※既に『Wizardry～戦乱の魔塔～』をインストールしている方は「それぞれのアイテムを受け取る」ボタ

ンが現れますので、そちらを押してください。 

 

③ 『Wizardry～戦乱の魔塔～』をインストールし、一度起動していただきましたら、再び『Wizardry Schema』

を起動し、再びお知らせの「戦乱の魔塔コラボレーション」ページから「それぞれのアイテムを受け取

る」ボタンを押してください。 

④ 「それぞれのアイテムを受け取る」ボタンを押すと、『Wizardry～戦乱の魔塔～』が起動します。 

起動以降に『Wizardry Schema』と『Wizardry～戦乱の魔塔～』のそれぞれで以下のアイテムを 

受け取ることができます。 

  



 

 

 

Wizardry SchemaWizardry SchemaWizardry SchemaWizardry Schema 側でもらえる側でもらえる側でもらえる側でもらえる    戦乱の魔塔戦乱の魔塔戦乱の魔塔戦乱の魔塔側でもらえる側でもらえる側でもらえる側でもらえる    

□冒険者キャラクター 「フランソワ★」 

 

□冒険者応援 ６点セット 

・SPダンジョンチケット×１ 

・時短の書 ×1 

・ゴールド50%UP・解除 1 ×1 

・経験値 50%UP ×1 

・レアドロップ UP・解除 1 ×1 

・コンティニューチケット ×1 

 

※コラボレーションアイテムは【Wizardry Schema

ゲーム内メニュー】→【プレイヤー情報・オプショ

ン】→【メッセージ】より受け取ることができます。 

□限定冒険者 「エレシェとリデラ」×2 

 

□紹介状３点セット 

・紹介状×１ 

・アメリー紹介状×１ 

・アメリー上級紹介状×１ 

 

 

 

 

これから始める初心者必見！今だけのこれから始める初心者必見！今だけのこれから始める初心者必見！今だけのこれから始める初心者必見！今だけのお得内容盛りだくさんのお得内容盛りだくさんのお得内容盛りだくさんのお得内容盛りだくさんの        

「「「「キックスタートキャンペーンキックスタートキャンペーンキックスタートキャンペーンキックスタートキャンペーン」」」」を実施中を実施中を実施中を実施中！！！！ 

 

本日3月12日（木）メンテナンス終了後から3月26日（木）メンテナンス開始前までの期間中、新たに冒

険を開始した方を対象に、とってもお得なキックスタートキャンペーンを開催いたします。 

さらに、中盤までの攻略情報が掲載されている「公式攻略TIPS」を公開！ 

『Wizardry Schema』をはじめるなら今です！ 

 

【キックスタートキャンペーン【キックスタートキャンペーン【キックスタートキャンペーン【キックスタートキャンペーン    そのそのそのその 1111】】】】    
たよりになる冒険者「キャンディ」が必ず貰える！ 

メインストーリー【序章】（4）「冒険者ギルド設立」をクリアしよう！  

 
 

【キックスタートキャンペーン【キックスタートキャンペーン【キックスタートキャンペーン【キックスタートキャンペーン    そのそのそのその 2222】】】】    

継続報酬の RG（有料ポイント）増量！ 

 



 

 

・序章(4)クリアで 50RG がもらえます 

・序章(4)クリア継続2 日報酬として 50RG がもらえます 

・序章(4)クリア継続5 日報酬として 50RG がもらえます 

あわせて 5 日間で 150RG150RG150RG150RG（（（（1500150015001500 円相当）円相当）円相当）円相当）がもらえます！ 

 

【キックスタートキャンペーン【キックスタートキャンペーン【キックスタートキャンペーン【キックスタートキャンペーン    そのそのそのその 3333】】】】    

RG 消費でレア冒険者プレゼント！ 

消費RG に応じて、超レアな冒険者をプレゼントします。 

さらに 500 RG 消費で「クリステラ★」を、1000 RG 消費で「アスカ★」をプレゼント！ 

 

クリステラクリステラクリステラクリステラ★★★★    アスカアスカアスカアスカ★★★★    

 
 

 

※「クリステラ★」と「アスカ★」は 3 月26 日（木）メンテナンス（予定）時に配布されます。 

 

 

公式攻略公式攻略公式攻略公式攻略 TIPSTIPSTIPSTIPS 初公開！初公開！初公開！初公開！    

 
 

ゲームスタート時点である「スライムの穴」から、中盤ダンジョンである「愛欲と淫虐の館」までのダンジ

ョン別攻略情報をはじめ、職業特性や目的別のおすすめキャラクターなども掲載！あなたが知らなかった

情報も載っているかも？ 

ぜひチェックしてみてください。 

 

公式攻略公式攻略公式攻略公式攻略 TIPSTIPSTIPSTIPS はこちら！はこちら！はこちら！はこちら！    

http://www.wizhttp://www.wizhttp://www.wizhttp://www.wiz----s.jp/info/KuronekoTips.htmls.jp/info/KuronekoTips.htmls.jp/info/KuronekoTips.htmls.jp/info/KuronekoTips.html    

    



 

 

『『『『WizardryWizardryWizardryWizardry～戦乱の魔塔～』から～戦乱の魔塔～』から～戦乱の魔塔～』から～戦乱の魔塔～』から冒険者ハントに冒険者ハントに冒険者ハントに冒険者ハントに、、、、    

「「「「黒帝ドレイク★戦乱」「聖姫エルミーヌ★戦乱黒帝ドレイク★戦乱」「聖姫エルミーヌ★戦乱黒帝ドレイク★戦乱」「聖姫エルミーヌ★戦乱黒帝ドレイク★戦乱」「聖姫エルミーヌ★戦乱」が」が」が」が期間限定で期間限定で期間限定で期間限定で登場登場登場登場！！！！ 

    

本日3月12日（木）メンテナンス終了後から、4月9日（木）までの『Wizardry～戦乱の魔塔～』とのコラボ

レーション期間中、冒険者ハントに「黒帝ドレイク★戦乱」と「聖姫エルミーヌ★戦乱」が期間限定で登場し

ます！ 

独自の遺伝特性や、装備品を所持したレベル 50 の超即戦力キャラクターです。ぜひこの機会に入手し

てください。 

 

▼黒帝ドレイク★戦乱  

 

遺伝特性 戦乱の王 

[良]魅了にかからない 

[良]混沌属性全員のHP1.2倍 

[良]混沌属性全員の魔法ダメージ軽減 

[悪]秩序属性がいると行動優先度-1  

 

★黒帝のマント 

先制行動50%、異常付与（魅了50）、異常耐性（精神汚染100） 

PT獲得ゴールドアップ(20%)、PT獲得経験値アップ(20%)  

  

戦士系／ロード 

ヒューマン／男 

入手時Lv：50  

力 ：★★★ 

生命力 ：★★★ 

知恵 ：★★★ 

信仰心 ：★★ 

俊敏さ ：★ 

器用さ ：★★★ 

運の良さ  ：★ 

 

遺伝特性 

・戦乱の王 

・戦闘民族 

・野心家 

 

装備品 

・クレイモア 

・★黒帝の鎧 

・★黒帝のマント 



 

 

▼聖姫エルミーヌ★戦乱  

 

遺伝特性 戦乱の姫 

[良]魅了にかからない 

[良]秩序属性全員のHP1.2倍 

[良] 秩序属性全員の魔法ダメージ軽減 

[悪]混沌属性がいると行動優先度-1  

 

★聖姫のマント 

先制行動50%、異常付与（魅了50）、異常耐性（精神汚染100） 

PT獲得ゴールドアップ(20%)、PT獲得経験値アップ(20%)  

 

戦士系／ロード 

ヒューマン／女 

入手時Lv：50  

力 ：★★★ 

生命力 ：★★ 

知恵 ：★★★ 

信仰心 ：★★★ 

俊敏さ ：★★★ 

器用さ ：★ 

運の良さ  ：★ 

 

遺伝特性 

・戦乱の姫 

・戦いの美学 

・野心家 

 

装備品 

・ショートソード 

・★姫騎士の鎧 

・★姫騎士のマント 



 

 

『『『『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 よよよよりご確認くださいりご確認くださいりご確認くださいりご確認ください    

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/ 

ペーパーマン http://www.paperman.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/ 

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/ 

フロンティアタクティクス 

戦国武将姫 MURAMASA乱          

 

http://yahoo-mbga.jp/game/12021183/play 

http://yahoo-mbga.jp/game/12021838/play 

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/ 
    

  

 


