
 

 

 平成27 年8 月4 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』新システム「クラスアドバンスメント」実装』新システム「クラスアドバンスメント」実装』新システム「クラスアドバンスメント」実装』新システム「クラスアドバンスメント」実装    

他の誰とも違う、自分だけの個性を目指そう！他の誰とも違う、自分だけの個性を目指そう！他の誰とも違う、自分だけの個性を目指そう！他の誰とも違う、自分だけの個性を目指そう！     

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8 月4 日

（火）定期メンテナンスにて、アップデートを実施いたします。 

 

自身が思い描く強さに近づける自身が思い描く強さに近づける自身が思い描く強さに近づける自身が思い描く強さに近づける    

新システム「クラスアドバンスメント」本日実装新システム「クラスアドバンスメント」本日実装新システム「クラスアドバンスメント」本日実装新システム「クラスアドバンスメント」本日実装    

    
本日8 月4 日（火）定期メンテナンスにて、新システム「クラスアドバンスメント」機能を実装いたします。 

 

「クラスアドバンスメント」とは、新たに入手可能となる「アドバンスメントポイント」を使用し、習得する能

力を選択してキャラクターを強化していく新機能です。 

ポイント使用上限はあるものの、多数のスキルを習得可能！ 高みを目指すと道のりは長いもの……

ご自身のペースでゆっくりと「個性」を確立していきましょう。 

 

◆◆◆◆アドバンスメントポイントについてアドバンスメントポイントについてアドバンスメントポイントについてアドバンスメントポイントについて 

キャラクターレベル30からモンスター討伐、M.A.Cクリア時に「アドバンスメントポイント」（以下 AdPoint）を

獲得することができます。 

週に1度だけM.A.Cのいずれかのステージを達成した際にも「AdPoint」を獲得できます。また、「メンター」

状態で得られる「AdPoint」は通常時よりも20％多くなっています。ぜひメンターシステムもあわせてご利用

ください。  

 

※「AdPoint」はダンジョン「ロットハーディの廃墟」以降に実装されたダンジョンのモンスターからのみ獲得

可能です。    

    

◆◆◆◆「「「「AdPointAdPointAdPointAdPoint」入手に関する注意事項」入手に関する注意事項」入手に関する注意事項」入手に関する注意事項    

「AdPoint」には週間単位の入手量制限があります。モンスター討伐、M.A.C クリア時に取得できる

「AdPoint」は「上限AdPoint」としてカウントされます。  

設定された 1 週間で取得できる上限ポイントまで「AdPoint」を入手できます。また、メンターシステム利用



 

 

時にメンター状態でモンスターを討伐した際は、「上限AdPoint（M）」として区分されます。 「メンター」中に

「上限AdPoint（M）」が上限に達した場合は、「上限AdPoint」に切り替わり、「上限AdPoint」の分類として

「AdPoint」を継続して獲得することができます。 

※「上限AdPoint」がすでに上限に達している場合は、切り替わってもポイントを獲得できません。 

 

◆ ◆ ◆ ◆ クラスアドバンスメントクラスアドバンスメントクラスアドバンスメントクラスアドバンスメント UIUIUIUI    

    

番号番号番号番号        内容内容内容内容        詳細詳細詳細詳細        

1 スキルボード 

習得する能力の確認・習得・忘却を行うことができます。 

【確認・習得】【確認・習得】【確認・習得】【確認・習得】    

各アイコンにマウスオーバーすることでスキル内容を確認できます。 

習得は、光っているアイコンをダブルクリックすることで習得の選択ができます。 

習得を行うと隣り合わせのスキルが習得できるようになっていきます。 

【忘却】【忘却】【忘却】【忘却】    

習得したスキルのアイコンをダブルクリックまたは右クリックすることで忘却の選択が

できます。忘却にはゴールドが必要になり、回数を重ねるごとに必要ゴールドは増え

ていきます。 

なお、忘却に必要なゴールドは、月に１回リセットされます。 

忘却を行うと、スキル習得に使用したポイントは全て返却されます。 

スキルの習得はベースストーンからの連なりであり、流れの中に空白を作る形での

忘却は実行することができません。 

2 職業切替 
「クラスアドバンスメント」は職業ごとに「AdPoint」の使用が分かれており、職業ごとの

スキルボードの切替をこのタブで行います。 

3 職業AdPoint 

取得した「AdPoint」は職業ごとに蓄積され、蓄積した「AdPoint」はその職業で使用す

ることができます。 

「AdPoint」は 25,000pt まで蓄積できます。上限値に到達すると、以降は「AdPoint」を

取得できません。スキルを習得して上限値を下回ると、再度「AdPoint」を取得できま



 

 

す。 

なお、習得した能力の忘却を行うと、そのスキルの習得に使用した「AdPoint」は返却

されます。忘却によって得たポイントが上限値を上回っていた場合、上限値を下回る

まで「AdPoint」は取得できなくなります。 

4 ポイント使用上限 

「AdPoint」には使用上限があり、この使用上限を超えて能力を取得することはできま

せん。 

使用上限はスキルボードごとに管理されるため、「スタンダード」と「エキスパート」で

上限値は異なります。 

また、職業によっても上限値は異なります。 

5 週間単位の入手制限 

「AdPoint」の取得には週間単位での入手制限があります。 

モンスター討伐、M.A.C クリアで得られる「上限AdPoint」と、メンターシステム利用時、

「メンター」状態で得られる「上限AdPoint（M）」があります。 

「上限AdPoint」は 10,000pt/週、「上限AdPoint（M）」は 2,500pt/週です。入手制限の

リセットは、毎週月曜5:00 に行われます。 

入手制限のかかる「上限AdPoint」に到達する前に「職業AdPoint」が上限に達した場

合、「上限AdPoint」「上限AdPoint（M）」のカウントも停止します。 

スキルを習得して「職業AdPoint」が上限値を下回ると「AdPoint」の取得が再度できる

ようになり、「上限AdPoint」「上限AdPoint（M）」のカウントも再開されます。 

6 ボードの種類 

スキルボードにはボードが職業ごとに2つあり、「スタンダード」と「エキスパート」があ

ります。 

 

「スタンダード」は、その職業が持つベースとなるステータスを強化でき、「エキスパー

ト」は、特定のスキルの強化など、より具体的な強化ができます。 

なお、「スタンダード」のスキルはソウルランク 15 から、「エキスパート」のスキルはソ

ウルランク 19 から習得できるようになります。 

7 習得特性一覧 
自身が習得した特性を一覧で確認することができます。 

習得した特性の一覧は職業ごとに分けて表示されます。 

 

「クラスアドバンスメント」の「クラスアドバンスメント」の「クラスアドバンスメント」の「クラスアドバンスメント」の詳細は詳細は詳細は詳細は下記の下記の下記の下記の 8888 月月月月 4444 日日日日((((火火火火))))アップデート情報アップデート情報アップデート情報アップデート情報をご確認くださいをご確認くださいをご確認くださいをご確認ください    

『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』』』』        http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/info?seq=1991online.jp/info?seq=1991online.jp/info?seq=1991online.jp/info?seq=1991    

『『『『Wizardry Online / †Liberal†Wizardry Online / †Liberal†Wizardry Online / †Liberal†Wizardry Online / †Liberal†』』』』        http://liberal.wizardryhttp://liberal.wizardryhttp://liberal.wizardryhttp://liberal.wizardry----online.jp/info?seq=179online.jp/info?seq=179online.jp/info?seq=179online.jp/info?seq=179    

    



 

 

 

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――ウェルカムバックキャンペーン――ウェルカムバックキャンペーン――ウェルカムバックキャンペーンスタートスタートスタートスタート！！！！    

    
本日8月4日（火）定期メンテナンス終了後から9月1日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、ウ

ェルカムバックキャンペーンを開催いたします。 

キャンペーン対象のアカウントでログインすると、期間限定の強力なバフ「おかえりなさいバフ」を付与

いたします。他にもディメント褒章（30 日）など冒険に役立つアイテムも多数プレゼントいたします。 

この機会にぜひもう一度、「Wizardry Online」の世界で冒険を始めてみませんか。 

 

【【【【    ウェルカムバックキャンペーン対象者ウェルカムバックキャンペーン対象者ウェルカムバックキャンペーン対象者ウェルカムバックキャンペーン対象者    】】】】    

2015 年6 月2 日(火)16：00～2015 年7月21 日(火)11：00 の期間に『Wizardry Online』にログインしていない

アカウント 

 

■おかえりなさいバフ効果■おかえりなさいバフ効果■おかえりなさいバフ効果■おかえりなさいバフ効果    

・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% 

 

■特典アイテム■特典アイテム■特典アイテム■特典アイテム    

・ディメント褒章（30 日）×1 個 

・忘却の遺産【CP】×1 個 

・経験会得の秘伝書（60 分）【CP】×5 個 

・癒しの香【CP】×10 個 

 さらに、キャンペーン期間中に一定のソウルランクまでレベルアップさせると特典アイテムがゲットでき

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 5555 以上以上以上以上    

特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム    特典アイテム詳細特典アイテム詳細特典アイテム詳細特典アイテム詳細    

おかえりなさいセット SR5 

おかえりなさい武器セット SR5 

おかえりなさい防具セット①SR5 

おかえりなさい防具セット②SR5 

おかえりなさい装飾セット SR5 

鍛錬石セットＬｖ3 ×10 個 

鍛錬費用無料チケット【CP】 ×10 個 

経験会得の秘伝書（60 分）【CP】 ×10 個 



 

 

ソウルランクソウルランクソウルランクソウルランク 10101010 以上以上以上以上    

特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム    特典アイテム詳細特典アイテム詳細特典アイテム詳細特典アイテム詳細    

おかえりなさいセット SR10 

おかえりなさい武器セット SR10 

おかえりなさい防具セット①SR10 

おかえりなさい防具セット②SR10 

おかえりなさい装飾セット SR10 

鍛錬石セットＬｖ3 ×10 個 

鍛錬費用無料チケット【CP】 ×10 個 

経験会得の秘伝書（60 分）【CP】 ×10 個 

ソウルランクソウルランクソウルランクソウルランク 15151515 以上以上以上以上    

特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム    特典アイテム詳細特典アイテム詳細特典アイテム詳細特典アイテム詳細    

おかえりなさいセット SR15 

おかえりなさい武器セット SR15 

おかえりなさい防具セット①SR15 

おかえりなさい防具セット②SR15 

おかえりなさい装飾セット SR15 

鍛錬石セットＬｖ3 ×10 個 

鍛錬費用無料チケット【CP】 ×10 個 

経験会得の秘伝書（60 分）【CP】 ×10 個 

ソウルランクソウルランクソウルランクソウルランク 20202020 以上以上以上以上    

特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム    特典アイテム詳細特典アイテム詳細特典アイテム詳細特典アイテム詳細    

おかえりなさいセット SR20 

おかえりなさい武器セット SR20 

おかえりなさい防具セット①SR20 

おかえりなさい防具セット②SR20 

おかえりなさい装飾セット SR20 

鍛錬石セットＬｖ3 ×10 個 

鍛錬費用無料チケット【CP】 ×10 個 

経験会得の秘伝書（60 分）【CP】 ×10 個 

※ソウルランク 20 以上は『Wizardry Online / †Liberal†』対象外となります。 

 

 

入るなら今！入るなら今！入るなら今！入るなら今！    

ユニオン加入促進キャンペーンユニオン加入促進キャンペーンユニオン加入促進キャンペーンユニオン加入促進キャンペーン開催開催開催開催    

 
本日8 月4 日(火) 定期メンテナンス終了後から 9 月1 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

ユニオンに加入することでアイテムが貰える「ユニオン加入促進キャンペーン」を開催いたします。 



 

 

新規プレイヤーおよび復帰プレイヤーがユニオンに所属すると、新規ユニオン加入者にプレゼントをお

贈りします。また、期間中にユニオン募集掲示板で、ユニオンメンバーを募集したユニオンのユニオンマ

スターにもお得なアイテムをプレゼントいたします。 

 

■プレゼント内容■プレゼント内容■プレゼント内容■プレゼント内容    1111    

キャンペーン期間中、下記の条件に該当する新規プレイヤー、または復帰したプレイヤーがユニオンに

所属すると新規ユニオン加入者にプレゼントをお贈りします。 

 

【新規プレイヤー】 

2015 年7 月21 日（火） 16:00 以降にプレイを開始した新規プレイヤー 

【復帰プレイヤー】 

2015 年6 月2 日（火） 16:00 ～ 2015 年7 月21 日（火） 11:00 の間ログインしておらず、2015 年7 月21

日（火） 11:00 以降にログインしたプレイヤー 

 

配布日配布日配布日配布日    2015 年9 月1 日(火) 定期メンテナンス時 

配布アイテム配布アイテム配布アイテム配布アイテム    

・癒しの香【CP】×5 個 

・レッドポーション【CP】×5 個 

・経験会得の極意書(30 分)【CP】×2 個 

・絆の証 ×1 個 

 

■プレゼント内容■プレゼント内容■プレゼント内容■プレゼント内容 2222    

2015年8月4日（火） 定期メンテナンス終了後から2015年9月1日(火)定期メンテナンス開始までにユニ

オン募集の投稿をしたユニオンのユニオンマスターにお贈りいたします。 

配布日配布日配布日配布日        9 月1 日(火) 定期メンテナンス時  

配布アイテム配布アイテム配布アイテム配布アイテム        ユニオンマスター(1 ソウルのみ)： 絆の証 ×10 個 

 

まだユニオンに加入していない方は、この機会にぜひユニオンに加入して仲間と一緒に楽しみましょ

う！ 

    

    

夏の精霊祭夏の精霊祭夏の精霊祭夏の精霊祭    ～漢ドワーフふんどし祭り～～漢ドワーフふんどし祭り～～漢ドワーフふんどし祭り～～漢ドワーフふんどし祭り～    開催中！開催中！開催中！開催中！    

 
7 月28 日定期メンテナンス終了後より、「夏の精霊祭」を開催中です。今年はレーヴェンアンタイル側に

新しく「太鼓」を叩いてスコアを稼ぐ夏らしい催し物が登場しております。 



 

 

    

太鼓太鼓太鼓太鼓    

 

  

「太鼓」などをプレイして獲得できる景品「景品の黄色いアイツ」を一定数集めて、レーヴェンアンタイル

に居る NPC「スカのおねぇさん メロン」と交換することで「漢ふんどし(男性用装備)」「ブルービキニ(女性

用装備)」など、 限定装備をゲットすることができます。 

 

漢ふんどし漢ふんどし漢ふんどし漢ふんどし    ブルービキニブルービキニブルービキニブルービキニ    

  

 

もちろん今年も「ディメント王国」では鎮魂の意味を込めて「魂の嘆壺の封印」を手伝うイベント、、、、レーヴェ

ンアンタイルでは「射的」「くじ引き」を開催しております。    

    

    

    

    



 

 

ダンジョンダンジョンダンジョンダンジョン    死神の胃袋死神の胃袋死神の胃袋死神の胃袋    幽体離脱幽体離脱幽体離脱幽体離脱    

  

くじ引きくじ引きくじ引きくじ引き    射的射的射的射的    

  

 

この夏は、「漢ふんどし」で気合い入れて夏の精霊祭を楽しみましょう！ 

    

    

    

    

    

    

    



 

 

【【【【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/ 

    

    


