
 

 

平成27 年7 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』』』』『『『『WizardryWizardryWizardryWizardry    SchSchSchScheeeemamamama』本日』本日』本日』本日 7777 月月月月 28282828 日日日日((((火火火火))))よりよりよりより    

オーバーラップ文庫オーバーラップ文庫オーバーラップ文庫オーバーラップ文庫『異世界迷宮の最深部を目指そう』とのコラボレーション『異世界迷宮の最深部を目指そう』とのコラボレーション『異世界迷宮の最深部を目指そう』とのコラボレーション『異世界迷宮の最深部を目指そう』とのコラボレーション企画スタート企画スタート企画スタート企画スタート！！！！    

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』及び、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、7 月 28 日(火)よりオーバーラップ文庫『異世

界迷宮の最深部を目指そう』とのコラボレーションイベントを実施いたします。 

    

『異『異『異『異世界世界世界世界迷宮の最深部を目指そう迷宮の最深部を目指そう迷宮の最深部を目指そう迷宮の最深部を目指そう    × × × × WizardryWizardryWizardryWizardry』』』』    

「難攻不落の車輪が回る」期間限定のコラボレーションイベント開催！「難攻不落の車輪が回る」期間限定のコラボレーションイベント開催！「難攻不落の車輪が回る」期間限定のコラボレーションイベント開催！「難攻不落の車輪が回る」期間限定のコラボレーションイベント開催！    

    
 

本日7 月28 日(火)定期メンテナンス終了後から 8 月11 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、 

オーバーラップ文庫『異世界迷宮の最深部を目指そう』とのコラボレーションイベントを開催いたします。 

 

『Wizardry Online』では冒険者をサポートしてくれるコラボ限定のソウルパートナー、『Wizardry Schema』

ではコラボ限定の冒険者などとして、『異世界迷宮の最深部を目指そう』に登場するキャラクターを入手す

ることができます。 

 

 

『異世界迷宮の最深部を目指そう『異世界迷宮の最深部を目指そう『異世界迷宮の最深部を目指そう『異世界迷宮の最深部を目指そう    ××××    WizardryWizardryWizardryWizardry』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サイトサイトサイト    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/20150728diffworld/online.jp/event/20150728diffworld/online.jp/event/20150728diffworld/online.jp/event/20150728diffworld/    

 

オーバーラップ文庫オーバーラップ文庫オーバーラップ文庫オーバーラップ文庫『異世界迷宮の最深部を『異世界迷宮の最深部を『異世界迷宮の最深部を『異世界迷宮の最深部を目指そう目指そう目指そう目指そう』公式サイト』公式サイト』公式サイト』公式サイト    

http://overhttp://overhttp://overhttp://over----lap.co.jp/narou/906866793/lap.co.jp/narou/906866793/lap.co.jp/narou/906866793/lap.co.jp/narou/906866793/    

 

    

        



 

 

『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』』』』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イベントイベントイベントイベント    

    

■■■■一気にレベル一気にレベル一気にレベル一気にレベル 20202020 から冒険を始めよう！新規登録キャンペーンから冒険を始めよう！新規登録キャンペーンから冒険を始めよう！新規登録キャンペーンから冒険を始めよう！新規登録キャンペーン 

コラボレーション期間中、新しく『Wizardry Online』をはじめる冒険者の皆さまにキャラクターレベルを一

気に「20」まで上昇させることができる、コラボレーション限定アイテム『異界のエクスペリエンス・ポーショ

ン』をプレゼント！ 

 

きっと新しい出会いと発見が、貴方を待っていることでしょう！ 

この機会に『Wizardry Online』での冒険をはじめよう！ 

 

■毎日ログインで「相川渦波」たちコラボ限定「ソウルパートナー」カード■毎日ログインで「相川渦波」たちコラボ限定「ソウルパートナー」カード■毎日ログインで「相川渦波」たちコラボ限定「ソウルパートナー」カード■毎日ログインで「相川渦波」たちコラボ限定「ソウルパートナー」カードが貰えるが貰えるが貰えるが貰える    

 冒険者をサポートする「ソウルパートナー」に『異世界迷宮の最深部を目指そう』のキャラクター達が登場

いたします。 

コラボ―レション期間中に毎日ログインして『異世界迷宮の最深部を目指そう』の主人公である「相川渦

波」をはじめとするコラボ限定の「ソウルパートナー」カードと専用称号を手に入れよう！ 

 

主人公である「相川渦波」はもちろん「ディアブロ・シス」に「ラスティアラ・フーズヤーズ」のソウルパート

ナーカードが手に入るのは、コラボレーション期間中のみです。 

 

特殊なスキルを所持している彼らは、冒険者にとって心強いパートナーになってくれることでしょう。 

この機会をお見逃しなく。 

 

 

１日目１日目１日目１日目            【【【【相川渦波相川渦波相川渦波相川渦波】】】】    

スキル名スキル名スキル名スキル名    効果効果効果効果    

？？？？？？？？？？？？    
恐怖、混乱、魅了を 10 回防ぐ。 

10 回に回避後、ステータス低下。 

ディメンション・決戦演算ディメンション・決戦演算ディメンション・決戦演算ディメンション・決戦演算    全ステータス向上(中) 

過密次元の真冬過密次元の真冬過密次元の真冬過密次元の真冬    氷属性の範囲魔法 

 

【【【【称号称号称号称号】】】】    

異世界探索者 



 

 

 

6666 日目日目日目日目            【【【【ディアブロ・シスディアブロ・シスディアブロ・シスディアブロ・シス】】】】    

スキル名スキル名スキル名スキル名    効果効果効果効果    

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    炎属性による魔法攻撃 

延命延命延命延命    時間経過と共に HP 回復 

シオンシオンシオンシオン    光属性による魔法攻撃(強) 

 

【【【【称号称号称号称号】】】】    

使徒 

 

12121212 日目日目日目日目            【【【【ラスティアラ・フーズヤーズラスティアラ・フーズヤーズラスティアラ・フーズヤーズラスティアラ・フーズヤーズ】】】】    

スキル名スキル名スキル名スキル名    効果効果効果効果    

素体素体素体素体    ステータスが上昇する（パッシブ） 

擬擬擬擬神の目神の目神の目神の目    物理防御＆魔法防御一定値無視（パッシブ） 

キュアフールキュアフールキュアフールキュアフール    HP の回復 

シオンシオンシオンシオン    光属性による魔法攻撃(強) 

 

【【【【称号称号称号称号】】】】    

素体 

 

 

『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』のコラボレーションの詳細は下記』のコラボレーションの詳細は下記』のコラボレーションの詳細は下記』のコラボレーションの詳細は下記 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/event/20150728diffworld/online.jp/event/20150728diffworld/online.jp/event/20150728diffworld/online.jp/event/20150728diffworld/    

 

    

『『『『Wizardry Wizardry Wizardry Wizardry     SchSchSchScheeeemamamama』コラボレーション』コラボレーション』コラボレーション』コラボレーションイベントイベントイベントイベント 

 

■■■■毎日ログイン毎日ログイン毎日ログイン毎日ログインして「異世界の魔石」を集めして「異世界の魔石」を集めして「異世界の魔石」を集めして「異世界の魔石」を集めコラボ限定「冒険者コラボ限定「冒険者コラボ限定「冒険者コラボ限定「冒険者」を手に入れよう！」を手に入れよう！」を手に入れよう！」を手に入れよう！    

コラボレーション期間中にログインすると 1 日1 回「異世界の魔石」を獲得することができます。 

「異世界の魔石」を一定数集めて『異世界迷宮の最深部を目指そう』の主人公である「相川渦波」をはじ

めとするコラボ限定の「冒険者」を手に入れよう！ 

 



 

 

 

【相川渦波【相川渦波【相川渦波【相川渦波★異世界★異世界★異世界★異世界】】】】    

種族種族種族種族    ヒューマン 

性別性別性別性別    男 

職業職業職業職業    サムライ 

    

【能力】【能力】【能力】【能力】    

ステータス名ステータス名ステータス名ステータス名    数値数値数値数値    成長期待度成長期待度成長期待度成長期待度    

力力力力    21 ★★ 

生命力生命力生命力生命力    20 ★★ 

知恵知恵知恵知恵    22 ★★★ 

信仰心信仰心信仰心信仰心    14 ★★ 

俊敏さ俊敏さ俊敏さ俊敏さ    19 ★★ 

器用さ器用さ器用さ器用さ    21 ★ 

運の良さ運の良さ運の良さ運の良さ    15 ★ 
 

 

【ラスティアラ★異世界】【ラスティアラ★異世界】【ラスティアラ★異世界】【ラスティアラ★異世界】    

種族種族種族種族    ヒューマン 

性別性別性別性別    女 

職業職業職業職業    バーサーカー 

    

【能力】【能力】【能力】【能力】    

ステータス名ステータス名ステータス名ステータス名    数値数値数値数値    成長期待度成長期待度成長期待度成長期待度    

力力力力    36 ★★★ 

生命力生命力生命力生命力    31 ★★ 

知恵知恵知恵知恵    31 ★★★ 

信仰心信仰心信仰心信仰心    25 ★★ 

俊敏さ俊敏さ俊敏さ俊敏さ    34 ★★★ 

器用さ器用さ器用さ器用さ    29 ★ 

運の良さ運の良さ運の良さ運の良さ    31 ★★ 
    

 

        



 

 

■アイテム収集でコラボ限定武器を手に入れよう！■アイテム収集でコラボ限定武器を手に入れよう！■アイテム収集でコラボ限定武器を手に入れよう！■アイテム収集でコラボ限定武器を手に入れよう！    

    コラボレーション期間中、コラボレーション限定ダンジョン「異世界迷宮」で手に入る「クレセントペクトラズ

リ」を一定数集めるミッション達成して、コラボ限定武器「★クレセントペクトラズリの直剣」を手に入れよ

う！ 

装備名装備名装備名装備名    ★クレセントペクトラズリの直剣 

アイテム説明アイテム説明アイテム説明アイテム説明    純白の刀身に青の紋様が施された直剣 

装備条件装備条件装備条件装備条件    片手剣、フェアリー不可、ファイター系職業のみ 

基本性能基本性能基本性能基本性能    武器攻撃力10～45、回数3、命中100 

エンチャントエンチャントエンチャントエンチャント    
先制攻撃 100%、先制攻撃 25%、AGI アップ＋5、獲得経験値

アップ(10%)、高価な装飾 

    

『『『『Wizardry SchemaWizardry SchemaWizardry SchemaWizardry Schema』のコラボレーションの詳細は下記』のコラボレーションの詳細は下記』のコラボレーションの詳細は下記』のコラボレーションの詳細は下記 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/event/20150728diffworld/online.jp/event/20150728diffworld/online.jp/event/20150728diffworld/online.jp/event/20150728diffworld/    

    

    

『『『『異世界迷宮の最深部を目指そう異世界迷宮の最深部を目指そう異世界迷宮の最深部を目指そう異世界迷宮の最深部を目指そう』』』』    第第第第4444 巻に巻に巻に巻に    

『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』』』』と『と『と『と『Wizardry SchWizardry SchWizardry SchWizardry Scheeeemamamama』で使える』で使える』で使える』で使えるシリアルコードシリアルコードシリアルコードシリアルコードが付いてくる！が付いてくる！が付いてくる！が付いてくる！    

    
 

2015 年7 月25 日に販売された『異世界迷宮の最深部を目指そう』最新第4 巻に、ゲーム内で使用でき

るシリアルコードが付いています。 

『Wizardry Online』はココココラボ限定ソウルパートナー「スノウ・ウォーカー」が貰えるシリアル、『Wizardry 

Schema』はコラボ限定の武器「★アレイス家の宝剣」が貰えるシリアルとなっています。 

 

        



 

 

■■■■『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』』』』シリアルコードで貰えるアイテムシリアルコードで貰えるアイテムシリアルコードで貰えるアイテムシリアルコードで貰えるアイテム 

 

【【【【スノウ・ウォーカースノウ・ウォーカースノウ・ウォーカースノウ・ウォーカー】】】】    

スキル名スキル名スキル名スキル名    効果効果効果効果    

剛力剛力剛力剛力    
両手斧、両手槌、両手剣の攻撃威力

増加 

昼寝昼寝昼寝昼寝    HP が徐々に微回復 

ドラグーン・アーダードラグーン・アーダードラグーン・アーダードラグーン・アーダー    
三本の風の柱が敵を追尾する物理

属性の攻撃 

ソライソフィアソライソフィアソライソフィアソライソフィア    「竜化」によるステータス向上(強) 
 

    

『『『『Wizardry Wizardry Wizardry Wizardry SchSchSchScheeeemamamama』』』』シリアルコードシリアルコードシリアルコードシリアルコードで貰えるアイテムで貰えるアイテムで貰えるアイテムで貰えるアイテム    

装備名装備名装備名装備名    ★アレイス家の宝剣 

アイテム説明アイテム説明アイテム説明アイテム説明    銀細工が刻まれた、シンプルで美しい剣 

装備条件装備条件装備条件装備条件    片手剣、フェアリー不可、ファイター系職業のみ 

基本性能基本性能基本性能基本性能    武器攻撃力10～50、回数2、命中100 

エンチャントエンチャントエンチャントエンチャント    
先制攻撃 50%、物理攻撃力＋10、STR アップ＋5、獲得経験

値アップ(20%)、高価な装飾 

    

    

『異世界迷宮の最深部を目指そう』とは『異世界迷宮の最深部を目指そう』とは『異世界迷宮の最深部を目指そう』とは『異世界迷宮の最深部を目指そう』とは    

    

Web 連載にて怒涛の展開で話題を呼び、オーバーラップ文庫から刊行されている異世界ダンジョンファン

タジー！ 

 最新4 巻 絶賛販売中！ますます面白味を増す本作から目が離せない！！ 

    

「絶対におまえを助ける。そのためなら、僕は――!!」 

 

見覚えのない回廊で目覚めた相川渦波（アイカワ・カナミ）は、魔物から受けた傷をラスティアラという美少

女に治療してもらい、ここが非常にゲーム的な異世界であることを知る。 

カナミは優遇されたステータスやスキルを武器に、美少女剣士のディアと『どんな望みでも叶う』と噂され

る迷宮の最深部に向けて突き進んでいく――。 

 

これは少年が迷宮の最深部（しんじつ）を暴き、願いを叶える物語。 

 

(c)割内タリサ／オーバーラップ イラスト：鵜飼沙樹 

 

    

        



 

 

＜＜＜＜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 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. 

 

    

        



 

 

『『『『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。 

   
 

“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    

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

Wizardry Online http://www.wizardry-online.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 

わグルま★ http://star.waguruma.jp/ 

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

    

    

 


