
 

 

 平成27 年4 月28 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』』』』本日本日本日本日4444月月月月28282828日日日日((((火火火火))))よりよりよりより TVTVTVTVアニメアニメアニメアニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っ

ているだろうか』とのコラボているだろうか』とのコラボているだろうか』とのコラボているだろうか』とのコラボレーションレーションレーションレーションイベントイベントイベントイベントスタート！スタート！スタート！スタート！    

さらに全さらに全さらに全さらに全 15151515 種種種種    すすすすべての職業に新スキルべての職業に新スキルべての職業に新スキルべての職業に新スキルの追加など盛りだくさんの追加など盛りだくさんの追加など盛りだくさんの追加など盛りだくさん    

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4 月28 日

（火）定期メンテナンス終了後より TV アニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』（以

下、『ダンまち』）とのコラボレーションイベントを開始いたします。 

 

『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』』』』××××TVTVTVTV アニメアニメアニメアニメ『『『『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているダンジョンに出会いを求めるのは間違っているダンジョンに出会いを求めるのは間違っているダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』だろうか』だろうか』だろうか』    

「ダンジョン」繋がりの期間限定コラボレーションイベントを開催！「ダンジョン」繋がりの期間限定コラボレーションイベントを開催！「ダンジョン」繋がりの期間限定コラボレーションイベントを開催！「ダンジョン」繋がりの期間限定コラボレーションイベントを開催！ 

    
 

本日4 月28 日(火)定期メンテナンス終了後から 5 月26 日(火)定期メンテナンス開始前までの期間中、

TV アニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』とのコラボレーションイベントを開催い

たします。 

  

コラボレーションイベントでは、冒険者をサポートするソウルパートナー「ベル・クラネル」が登場するほ

か、「ヘスティアナイフ」「デスペレート」などのコラボレーション限定武器や限定称号を入手することができ

ます。 

 

■■■■レベルレベルレベルレベル 22220000 から冒険をはじめよう！から冒険をはじめよう！から冒険をはじめよう！から冒険をはじめよう！    

コラボレーションイベント期間中、新しく『Wizardry Online』をはじめる冒険者にキャラクターレベルを「20」

まで上昇させることのできる、コラボレーション限定アイテム「エクセリア・ポーション」をプレゼント！ 

 この機会に『Wizardry Online』での冒険をはじめてみませんか。きっと新しい出会いが、冒険者となる貴

方を待っていることでしょう！ 

 

【注意事項】 

※「エクセリア・ポーション」の使用時、ソウルランク５相当のソウルポイントも入手できます。 

 

 



 

 

■■■■毎日ログインして毎日ログインして毎日ログインして毎日ログインして、「ベル・クラネル」たちの「ソウルパートナー」カードを手に入れよう！、「ベル・クラネル」たちの「ソウルパートナー」カードを手に入れよう！、「ベル・クラネル」たちの「ソウルパートナー」カードを手に入れよう！、「ベル・クラネル」たちの「ソウルパートナー」カードを手に入れよう！    

冒険者をサポートする「ソウルパートナー」に『ダンまち』のキャラクターたちが登場いたします！ コラ

ボレーションイベント期間中に毎日ログインして、『ダンまち』コラボレーション限定アイテム「ジャガ丸くん」

や、「ベル・クラネル」をはじめとする「ソウルパートナー」カードと、限定称号を手に入れよう！ 

 『ダンまち』の主人公「ベル・クラネル」はもちろん「アイズ・ヴァレンシュタイン」、そして「ヘスティア」のソ

ウルパートナーカードを獲得できるのは今回のコラボレーション期間のみです。 

 これまでにない特殊なスキルを所持している彼らは、アザルス大陸を冒険するあなたにとっても、心強

いパートナーとなってくれることでしょう。 

 

    

【ベル・クラネル】【ベル・クラネル】【ベル・クラネル】【ベル・クラネル】    

スキル名スキル名スキル名スキル名    効果効果効果効果    

ヘスティア・ファミリアヘスティア・ファミリアヘスティア・ファミリアヘスティア・ファミリア    自身の全パラメータを上昇させる 

憧憬一途憧憬一途憧憬一途憧憬一途    
モンスター討伐時の取得経験値が上

昇する 

世界最速兎世界最速兎世界最速兎世界最速兎    移動速度が上昇する 

 

【【【【称号称号称号称号】】】】    

未完の冒険者 

【アイズ・ヴァレンシュタイン】【アイズ・ヴァレンシュタイン】【アイズ・ヴァレンシュタイン】【アイズ・ヴァレンシュタイン】    

スキル名スキル名スキル名スキル名    効果効果効果効果    

ロキ・ファミリアロキ・ファミリアロキ・ファミリアロキ・ファミリア    自身の全パラメータを上昇させる 

剣姫剣姫剣姫剣姫    片手剣装備時、物理攻撃力上昇 

精癒精癒精癒精癒    時間経過による MP 回復 

 

【【【【称号称号称号称号】】】】    

剣姫 



 

 

【ヘスティア】【ヘスティア】【ヘスティア】【ヘスティア】    

スキル名スキル名スキル名スキル名    効果効果効果効果    

神の恩恵：エクセリア神の恩恵：エクセリア神の恩恵：エクセリア神の恩恵：エクセリア    
モンスター討伐時の取得経験値が上

昇する 

神の恩恵：ステイタス神の恩恵：ステイタス神の恩恵：ステイタス神の恩恵：ステイタス    自身の全パラメータを上昇させる 

応援応援応援応援    
物理攻撃力を上昇させ、OD の回復

量を増加させる 

 

【【【【称号称号称号称号】】】】    

ヘスティア・ファミリア 

 

【注意事項】 

※コラボレーションイベントで登場するソウルパートナーには、ソウルパートナー恩恵は設定されません。 

※称号はソウルパートナーカードを入手した、次の定期メンテナンス時に配布されます。 

 

■■■■限定武器「ヘスティアナイフ」「デスペレート」を手に入れよう！限定武器「ヘスティアナイフ」「デスペレート」を手に入れよう！限定武器「ヘスティアナイフ」「デスペレート」を手に入れよう！限定武器「ヘスティアナイフ」「デスペレート」を手に入れよう！    

コラボレーション期間にのみ登場する、特殊な決戦場「怪物祭」に挑み、コラボレーション限定武器「ヘス

ティアナイフ」「デスペレート」を手に入れよう！ 

  

 

 『ダンまち』でもお馴染みの「ミノタウロス」らが登場するコラボ決戦場で、1 日1 個手に入れることので

きるアイテム「憧憬の一片」を集めると、コラボレーション限定武器「ヘスティアナイフ」「デスペレート」を手

に入れることができます。 

 

さらに「憧憬の一片」を集めて強化していくことで、少しずつ性能が強化されていきます。最終段階まで

強化すると、他の武器にはない特殊な性能が発現します。 

 



 

 

 

【ヘスティアナイフ】【ヘスティアナイフ】【ヘスティアナイフ】【ヘスティアナイフ】    

 

【デスペレート】【デスペレート】【デスペレート】【デスペレート】    

 

 

最終段階の名前最終段階の名前最終段階の名前最終段階の名前    特殊性能特殊性能特殊性能特殊性能    

ヘスティアナイフ・レプリカヘスティアナイフ・レプリカヘスティアナイフ・レプリカヘスティアナイフ・レプリカ    
装備時、移動速度が上昇する 

パーティ内にいる異性の数だけ、ステータスが上昇する 

デスペレート・レプリカデスペレート・レプリカデスペレート・レプリカデスペレート・レプリカ    
敵の防御を一定確率で無視して攻撃する 

防御力の低下を引き替えに攻撃力を上昇させる 

 

【注意事項】 

※決戦場「怪物祭」には、1 日1 回（毎日AM 3:00 にリセット）、攻略に成功するまでは何度でも挑戦できま

す。 

※「アルバロア」「エゼルシャーン」と「†Liberal†」ワールドとで、コラボレーション限定武器の名称と性能が

異なります。 

※コラボレーションイベント期間中、「憧憬の一片」やコラボレーション武器の破棄や売却はできません。 

 

 

『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online    ××××    ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』    

コラボレーションイベントについての詳細は、特設ページをご覧ください。コラボレーションイベントについての詳細は、特設ページをご覧ください。コラボレーションイベントについての詳細は、特設ページをご覧ください。コラボレーションイベントについての詳細は、特設ページをご覧ください。    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/20150428danmachi/online.jp/event/20150428danmachi/online.jp/event/20150428danmachi/online.jp/event/20150428danmachi/    

    

    

TVTVTVTV アニメアニメアニメアニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』    公式公式公式公式サイトサイトサイトサイト    

http://danmachi.com/http://danmachi.com/http://danmachi.com/http://danmachi.com/    

    

(C)大森藤ノ･SB クリエイティブ/ダンまち製作委員会 

 

 



 

 

全全全全 15151515 種！種！種！種！    すべての職業に新スキルを追加すべての職業に新スキルを追加すべての職業に新スキルを追加すべての職業に新スキルを追加    

 

本日4月28日（火）定期メンテナンスにて、すべてのクラスへ新スキルを追加いたします。その数なんと、

15 種類。効果が期待できるものから、ユニークなもの、便利なものまで網羅しております。新スキル追加

に併せて、スキルリセット無料化キャンペーンを実施いたしますので、ぜひご活用ください。 

特設サイトでは各スキルの動画も掲載中。ぜひ、チェックしてみてください。 

 

■■■■新スキル新スキル新スキル新スキル 1111 例例例例    

チェインアーツチェインアーツチェインアーツチェインアーツ    一定一定一定一定期間、すべての物理攻撃スキルでコンボを繋げることができる。期間、すべての物理攻撃スキルでコンボを繋げることができる。期間、すべての物理攻撃スキルでコンボを繋げることができる。期間、すべての物理攻撃スキルでコンボを繋げることができる。    

習得職業習得職業習得職業習得職業    ファイターファイターファイターファイター    

スキル習得条件スキル習得条件スキル習得条件スキル習得条件    士気高揚士気高揚士気高揚士気高揚    Lv1Lv1Lv1Lv1    

使用可能職業使用可能職業使用可能職業使用可能職業    ファイターファイターファイターファイター    

使用可能武器使用可能武器使用可能武器使用可能武器    全武具全武具全武具全武具    

    

  

 
 

新スキルについては、下記特設サイトよりご確認ください。新スキルについては、下記特設サイトよりご確認ください。新スキルについては、下記特設サイトよりご確認ください。新スキルについては、下記特設サイトよりご確認ください。    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/20150428newskill/online.jp/event/20150428newskill/online.jp/event/20150428newskill/online.jp/event/20150428newskill/    



 

 

おかえりなさい！おかえりなさい！おかえりなさい！おかえりなさい！    『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』の世界へ』の世界へ』の世界へ』の世界へ    

ウェルカムバックキャンペーン開催ウェルカムバックキャンペーン開催ウェルカムバックキャンペーン開催ウェルカムバックキャンペーン開催    

    
本日4 月28 日（火）定期メンテナンス終了後より、ウェルカムバックキャンペーンを開催いたします。 

2015 年3 月1 日0：00～4 月21 日11：00 までの期間中、『Wizardry Online』にログインしていない方を対

象に、「おかえりなさいバフ」を期間限定で付与、さらに豪華アイテムをプレゼントいたします。 

この機会にもう一度『Wizardry Online』の世界で冒険を再開しませんか？ 

 

【【【【    おかえりなさいバフおかえりなさいバフおかえりなさいバフおかえりなさいバフ    】】】】    

ウェルカムバックキャンペーン対象者に以下のバフが期間限定で付与されます。 

 

■おかえりなさいバフの効果■おかえりなさいバフの効果■おかえりなさいバフの効果■おかえりなさいバフの効果    

 ・モンスター討伐時の経験値 +50% （自身のみ） 

 ・モンスター討伐時、パーティ内メンバーが入手できる経験値 +20% 

 ・モンスター討伐時、パーティ内メンバーが入手できるゴールド取得量 +200% 

 ・蘇生率 +30% 

 ・MaxHP +30% 

 ・MaxMP +30% 

  

■おかえりなさいバフの効果期間■おかえりなさいバフの効果期間■おかえりなさいバフの効果期間■おかえりなさいバフの効果期間    

 2015 年4 月28 日(火)定期メンテナンス終了後 ～ 5 月26 日(火)定期メンテナンス開始前まで 

 

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

※特典アイテムはイ ベント案内人「ミリオ」から受け取ることができます。 

※1 ソウルにつき、1 回のみ受け取ることができます。 

※条件を満たしていれば上記全ての特典アイテムを受け取ることができます。 

例)ウェルカムバックキャンペーン対象者であり、ソウルランクが 20 以上なので全ての「おかえりなさいセ

ット」を受け取ることができます。 

※鍛錬石セット Lv3 には、武器鍛錬石Lv3・防具鍛錬石Lv3・装飾鍛錬石Lv3 がそれぞれ 3 つずつ封入さ

れております。 

※おかえりなさいセットには各ソウルランク帯で活用できる装備一式が封入されております。セットを開封

すると多くの装備品・アイテムを入手できますので、開封の際はインベントリに十分な空きを作った上でご

利用ください。 

 

豪華プレゼントアイテムの内容など、豪華プレゼントアイテムの内容など、豪華プレゼントアイテムの内容など、豪華プレゼントアイテムの内容など、    

ウェルカムバックキャンペーンの詳細は下記ウェルカムバックキャンペーンの詳細は下記ウェルカムバックキャンペーンの詳細は下記ウェルカムバックキャンペーンの詳細は下記 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.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/info?seq=1online.jp/info?seq=1online.jp/info?seq=1online.jp/info?seq=1927927927927    

http://liberal.wizardryhttp://liberal.wizardryhttp://liberal.wizardryhttp://liberal.wizardry----online.jp/info?seq=121online.jp/info?seq=121online.jp/info?seq=121online.jp/info?seq=121    



 

 

駆け出しの冒険者さんに朗報！駆け出しの冒険者さんに朗報！駆け出しの冒険者さんに朗報！駆け出しの冒険者さんに朗報！    ダンジョン攻略ダンジョン攻略ダンジョン攻略ダンジョン攻略難易度難易度難易度難易度調整を実施調整を実施調整を実施調整を実施    

 
本日4月28日（火）定期メンテナンスにて、第1章にあたるストーリーダンジョンの攻略難易度の調整を

実施いたします。 

リドル内容の変更や、エリア内で相互に移動可能な転送ポールの追加など、盛りだくさんの内容です。

ぜひ楽しみやすくなった『Wizardry Online』で冒険をお楽しみください。 

 

調整を行ったダンジョン調整を行ったダンジョン調整を行ったダンジョン調整を行ったダンジョン    主な調整内容主な調整内容主な調整内容主な調整内容    

カリグラーゼ下水道 ・相互転送ポールを追加いたします 

相互転送ポールにアクセスすると起動し、起動した相互転送ポール間で自

由に移動することができます 

デルティス大蔵室 ・相互転送ポールを追加いたします 

・NPC 露天商ラクースを配置いたします 

・第一決戦場の開放条件が聞きだしやすくなります 

・第一決戦場前に NPC 元大富豪の冒険者カートを配置いたします 

 なお、NPC カートが初めてミッションの発注を行うようです 

・一部モンスターの配置変更 

黄龍の神殿跡 ・相互転送ポールを追加いたします 

・一部のリドルにおいて、調査ポイントを調べていなくても進行できるように

なります 

・一部の石版配置変更 

・一部の罠の撤去 

・一部モンスターの配置変更 

・クエスト「仮面の貴族」受注時に転送される位置を調整いたします 

・NPC ネーミスから受注できるミッション「目指せソウルランク 3！」のクリア

条件が緩和されます 

アリア川貯水窟 ・相互転送ポールを追加いたします 

・一部のリドルにおいて、闇天使の像を調べていなくてもアイテムを拾える

ようになります 

・一部のリドルにおいて、必要となるアイテムの個数が緩和されます 

・一部モンスターの配置変更 

忘却の寺院 ・相互転送ポールを追加いたします 

・一部のリドルにおいて、調査ポイントを調べていなくても進行できるように

なります 

・一部の道標の位置調整、追加を行います 

・一部 守護者の像を追加配置いたします 

・一部モンスターの配置変更 

・一部モンスターの挙動変更 



 

 

・NPC マティアスから受注できるミッション「目指せソウルランク 5！」のクリ

ア条件が緩和されます 

旧地下水路 ・相互転送ポールを追加いたします 

・一部の NPCから進行に必要な NPC の位置情報を聞き出せるようになりま

す 

・一部のリドルにおいて、闇天使の像を調べていなくてもアイテムを拾える

ようになります 

・一部のリドルにおいて、調査ポイントを調べていなくても進行できるように

なります 

・一部のリドルにおいて、必要となるアイテムの入手難度が緩和されます 

    

    

お題を達成してアイテムをゲット！お題を達成してアイテムをゲット！お題を達成してアイテムをゲット！お題を達成してアイテムをゲット！BINGOBINGOBINGOBINGO アザルスアザルスアザルスアザルス 25252525 開催開催開催開催    

    

本日4月28日（火）定期メンテナンス終了後から5月12日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

集めたクリアスタンプのラインに応じて、様々なアイテムが入手できます。 

達成が難しい場合は、パーティを組んでメンバーと一緒にクリアを目指そう！ 

 

【注意事項】 

※各お題の内容は 2015 年4 月28 日（火）定期メンテナンス後より集計されます。 

 イベント開始以前にお題を達成していてもカウントされません。 

※報酬は各マスのお題を達成し、ビンゴの列を揃える事で獲得できます。 

※報酬アイテムはゲーム内メールにて送られます。 

※本イベントはソウル単位で集計され、報酬もソウル単位となります。 

※報酬の受け取り期限は 2015 年5 月19 日(火)定期メンテナンス開始までとなります。 

 

【ミッションの対象モンスターについて】 

 討伐系ミッションで対象となる代表的なモンスターは以下の通りです。 

 アンデッド系モンスター：ゾンビ、ウィーピングソロウ、スピリット、スカルストーンなど 

 人間系モンスター：ハイウェイマン、ランバージャック、ノービスファイター、マジシャン、狂信者など 

 亜人系モンスター：ブッチャー、コボルド、ゴグール、ズールなど 

 



 

 

経験値・アイテムドロップ・獲得ゴールドがまとめて経験値・アイテムドロップ・獲得ゴールドがまとめて経験値・アイテムドロップ・獲得ゴールドがまとめて経験値・アイテムドロップ・獲得ゴールドがまとめて 25252525％アップ％アップ％アップ％アップ    

    
本日4月28日（火）定期メンテナンス終了後から5月12日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

獲得できる経験値・アイテムドロップ率・獲得できるゴールドがまとめて 25％アップいたします。 

ゴールデンウィークは、ダンジョンを探索しモンスターを討伐して、キャラクターを強化しよう！ 

 

 

道化師のダンスモーションがユニークに変身道化師のダンスモーションがユニークに変身道化師のダンスモーションがユニークに変身道化師のダンスモーションがユニークに変身    

今すぐチェック！今すぐチェック！今すぐチェック！今すぐチェック！    

    

 本日4月28日（火）より、「道化師」の各種ダンススキルのモーションを、各種族の特徴を活かしたユニ

ークなモーションに変更いたしました。 

キレのあるカッコいいダンスから、面白くてユニークなダンスまでご用意。ぜひお楽しみください！ 

 

https://youtu.be/xOL8DW4Olnohttps://youtu.be/xOL8DW4Olnohttps://youtu.be/xOL8DW4Olnohttps://youtu.be/xOL8DW4Olno    

    



 

 

【【【【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。 

また、プレイヤーキル(PK)のないワールド「†Liberal†」では、プレイヤーキルに襲われる心配もなく、仲間

と一緒に攻略しがいのあるダンジョンに挑戦できます。 

 

  

  
 

“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/ 

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/ 

    

    

 


