
 

 

平成27 年9 月15 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』』』』新たに新たに新たに新たに 2222 つの決戦場を実装つの決戦場を実装つの決戦場を実装つの決戦場を実装    

さらにさらにさらにさらにブラックスフィアに新アバター「ライトマスター」が登場ブラックスフィアに新アバター「ライトマスター」が登場ブラックスフィアに新アバター「ライトマスター」が登場ブラックスフィアに新アバター「ライトマスター」が登場    

††††LiberalLiberalLiberalLiberal††††にてにてにてにてすべてのダンジョンを一挙に解放！すべてのダンジョンを一挙に解放！すべてのダンジョンを一挙に解放！すべてのダンジョンを一挙に解放！    

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、9 月15 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。 

    

待ち受ける脅威待ち受ける脅威待ち受ける脅威待ち受ける脅威はいかに！？はいかに！？はいかに！？はいかに！？    

「望郷：首都アイトックス」「狂王の試練場「望郷：首都アイトックス」「狂王の試練場「望郷：首都アイトックス」「狂王の試練場「望郷：首都アイトックス」「狂王の試練場    特殊決戦場」特殊決戦場」特殊決戦場」特殊決戦場」2222 つの決戦場が登場つの決戦場が登場つの決戦場が登場つの決戦場が登場    

    

 本日9 月15 日（火）定期メンテナンス終了後より、新たに 2 つの決戦場が登場いたします。 

 「望郷：首都アイトックス」は街中から、「狂王の試練場 特殊決戦場」は狂王の試練場：B1F から挑むこと

ができます。 

 

 まったく異なる 2 つの決戦場。どのような脅威が待ち受けているのか？ ご自身の目でお確かめくださ

い。 

    

■望郷：首都アイトックス■望郷：首都アイトックス■望郷：首都アイトックス■望郷：首都アイトックス    

 



 

 

 
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=CMnohGOU2SM    

    

●望郷：首都アイトックス●望郷：首都アイトックス●望郷：首都アイトックス●望郷：首都アイトックス.wmv.wmv.wmv.wmv    

 

志を半ばにたおれた、冒険者の一団。その望郷の一念が産み出す、望郷の首都アイトックス。 

他者を拒む防壁と歪んだ空の下、確かな絆がいまなお残る、冒険者たちが待ち受ける。 

    

望郷の首都で現れる、かつての冒険者たちのサイドストーリーはこちら。 

http://www.wizardry-online.jp/info/?seq=2010 

    

侵入侵入侵入侵入場所場所場所場所        

    

・英雄の集う広場（座標：F7） 

 クォパティ寺院 敷地入って右手の墓前 

・闇を受け入れた者達の路地（座標：G2） 

※それぞれから挑める決戦場に違いはあり

ません。    

必要アイテム必要アイテム必要アイテム必要アイテム    

秘匿の水晶玉【望郷】 

※秘匿の水晶玉【望郷・憧】を使用すると、より

強力な決戦場に挑めます。    

秘匿の水晶玉【望郷】の入手方法秘匿の水晶玉【望郷】の入手方法秘匿の水晶玉【望郷】の入手方法秘匿の水晶玉【望郷】の入手方法    

・「狂王の試練場」内の一定階層以降の通常モ

ンスターおよび決戦場のモンスターを倒した

際に稀に入手できる 「秘匿の水晶玉【望郷】

の欠片」を 10 個集め、修復する 

・生命マテリアルで交換する（期間限定） 

  



 

 

秘匿の水晶玉【望郷・憧】の入手方法秘匿の水晶玉【望郷・憧】の入手方法秘匿の水晶玉【望郷・憧】の入手方法秘匿の水晶玉【望郷・憧】の入手方法    

    

・「望郷：首都アイトックス」に現れる冒険者か

ら入手できる「秘匿の水晶玉【望郷・憧】の欠

片」を 10 個集め、修復する 

・「秘匿の水晶玉【望郷】」3個を「秘匿の水晶玉

【望郷・憧】に交換する 

欠片の修復、水晶玉の交換欠片の修復、水晶玉の交換欠片の修復、水晶玉の交換欠片の修復、水晶玉の交換    

    

欠片の修復、水晶玉の交換は以下の水晶工

作人のもとで行えます。 

「英雄の集う広場：水晶工作人カーダン」 

「自由と賑わいの市場：水晶工作人キュール

ダン」 

「闇を受け入れた者達の路地：水晶工作人ラ

ンディダン」 

「夕闇の交わる宿場町：宝石職人マフディ」    

    

    

■■■■ダンジョン「ダンジョン「ダンジョン「ダンジョン「狂王の試練場狂王の試練場狂王の試練場狂王の試練場」」」」    特殊決戦場特殊決戦場特殊決戦場特殊決戦場    

    
    

特殊決戦場特殊決戦場特殊決戦場特殊決戦場    入場口入場口入場口入場口    

狂王の試練場：B1F （座標：H4） 

入場用アイテム入場用アイテム入場用アイテム入場用アイテム    

入場用アイテム「アンティークボックスの鍵」 

入場用アイテムは、「狂王の試練場：B1F」にいる 

「行商人 マルフォイ」から交換が可能    

レベル制限レベル制限レベル制限レベル制限    

この決戦場では上限レベルが 30 に自動補正される 

また、メンター機能を利用中の場合は解除される 

 

    

        



 

 

神徒が身にまとう神徒が身にまとう神徒が身にまとう神徒が身にまとう衣衣衣衣        新アバター「ライトマスター」登場新アバター「ライトマスター」登場新アバター「ライトマスター」登場新アバター「ライトマスター」登場    

 
本日9 月15 日(火)定期メンテナンス終了後から、ブラックスフィアに新レアアバター「ライトマスター」が

登場いたします。 

「ライトマスター」は、クォパティ法制院近衛騎士団の長のみが身に付けることを許された、荘厳な紋様

があしらわれた美しい法衣です。 

「神の従者」を表した法衣は身に付ける者に気品を与え、気丈な振る舞いひとつで周囲の忠義を得られ

ることでしょう。 

資質による選別と、計り知れぬ修練の先にしか得られないけがれ無き純白の象徴に、あなたも袖を通

してみてはいかがでしょうか。 

 

そして今回のレアアバター更新では、新たなマントが「ライトマスター」と同時に登場します。 

「神徒の外套」……光を操るための修行の一環として旅をする際に羽織られている外套です。 

外套にある効果「光の祝福」は、「詠唱速度上昇」「光属性ダメージ増加」の効果が得られる、旅の補佐と

して心強い味方となる能力を秘めています。 

 ぜひ入手してください。 

 

 
  



 

 

ライトマスター 

 

ブリッジブック家。 

それはクォパティ法制院領内ミスリル連山の麓にある小さな村に住まう一族であり、クォパティ法

制院を守る騎士を多く輩出している家系である。 

その騎士の中でも一握りの者は、ブリッジブック家に伝わる技を会得し「ライトマスター（光を司

どる者）」と呼ばれる。 

 

ライトマスターになるためには、光を操るための資質と修行が必要でブリッジブック一族であって

も誰もがライトマスターになれるというわけではない。 

 

またライトマスターになっても自身の精神的な修練は永劫に続き、彼ら独自の戒律によって、パン

を摂取することは許されておらず、塩分も一日に摂取できる量を6 グラムと定められている。これだ

けでも一般人にはかなり辛いが、さらに公開されていない戒律が多く存在するらしく、健全な男子で

あれば気が狂ってしまうほどの自制を求められる……つまり、ライトマスターはクォパティ法制院の

求める理想的な「神の従者」であり、すべてのアヴルール教徒の模範なのだ。 

 

そんなブリッジブック一族はクォパティ法制院内で様々な要職に就いている。 

クォパティ法制院法王直属の近衛騎士団「レッドソイル」の上位12 名「ヴェント・アーウレオ」は

全員ブリッジブック一族であり、騎士団長は今世代のライトマスターである（注1） 

 

今回の「ライトマスター スタイル」は「ヴェント・アーウレオ」を纏っていない時、ライトマス

ター（＝近衛騎士団長）のみが纏うことを許されている法衣をモチーフにデザインされている。その

荘厳な紋様は「神との対話」をイメージしており、空と雲と光を表している。 

 

アヴルール信徒はもちろん、クォパティ法制院の導く「秩序」の戒律の者達にも是非入手していた

だきたい品である。 

 

（注1） 

噂ではライトマスターに成れなかったが相当の実力を持つ者たちは暗殺部隊「真紅の審判者（ヴェ

ルメリオ）」に従事しているというが定かではない。 

またクォパティの高官のごく一部しか知らないことだが、ライトマスターの反対・・・ダークマス

ターも存在している。 

しかしダークマスターを多く輩出しているタカチェンコ家は謎に包まれているため、いずれ取材し

たい。 

 

※「ブラックスフィア」から「ライトマスター」が出ると、その中に「神徒の外套」も含まれています。 

※必ず「ライトマスター」セットがもらえるキャンペーンで手に入るスフィアにも「神徒の外套」は含まれま

す。 

※「ライトマスター」セット登場後、「ユカタスタイル（紅）」セットは登場いたしません。ご注意ください。 

※レアアバターにつきましては、出現終了後に再販を行う可能性がございます。 

 その際には、公式サイトにてお知らせいたします。あらかじめご了承くださいますようお願いいたしま

す。 

 

 



 

 

新アバター「新アバター「新アバター「新アバター「ライトマスターライトマスターライトマスターライトマスター」」」」セットが必ずもらえるキャンペーン開催セットが必ずもらえるキャンペーン開催セットが必ずもらえるキャンペーン開催セットが必ずもらえるキャンペーン開催    

    
    本日9 月15 日（火）定期メンテナンス終了後から 10 月7 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

「ブラックスフィア」を 25 個開けると「ライトマスター」セットが必ずもらえるキャンペーンを開催いたします。 

 ぜひこの機会に美しい衣装を身に付けて、『Wizardry Online』をお楽しみください。 

 

 

『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online††††LiberalLiberalLiberalLiberal†』すべてのダンジョンを一挙に解放†』すべてのダンジョンを一挙に解放†』すべてのダンジョンを一挙に解放†』すべてのダンジョンを一挙に解放    

いち早く攻略せよ！いち早く攻略せよ！いち早く攻略せよ！いち早く攻略せよ！    

 
 本日9 月15 日（火）定期メンテナンス終了後より、いよいよ†Liberal†にすべてのダンジョンが一気に登場

いたします。 

 ストーリーダンジョンは第3 章の終幕、そして第4 章の序章が導入されます。 

 最新ダンジョン「狂王の試練場」も登場！ 

 ぜひ、挑戦してみてください。 

 

 全ダンジョン実装を記念して、「†Liberal†」ワールドでは 9 月15 日（火）定期メンテナンス終了後から、10

月27 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、「ミッション報酬3 倍イベント」「アイテムドロップ率

25％UP イベント」の 2 種のキャンペーンを同時開催いたします。 

 キャンペーンの恩恵を受けつつ、ご自身のペースで新たなダンジョンをお楽しみください。 

        



 

 

＜＜＜＜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. 

 

    

    

    

        



 

 

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ください。（ 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    

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.jp/ 

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/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ 

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

Wizardry Online †LIBERAL† http://liberal.wizardry-online.jp/ 

 

ブラウザゲームブラウザゲームブラウザゲームブラウザゲーム 

 

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 

姫王と最後の騎士団 

Wizardry Schema 

http://www.himeo.gamepot.co.jp/ 

http://www.wiz-s.jp 

わグルま★ http://star.waguruma.jp/ 

  

    


