
 

 

平成27 年10 月13 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』』』』    4444 周年イベント実施！周年イベント実施！周年イベント実施！周年イベント実施！    

ランダムダンジョンやエンチャントシステム、レアアバター「聖戦士ゼロランダムダンジョンやエンチャントシステム、レアアバター「聖戦士ゼロランダムダンジョンやエンチャントシステム、レアアバター「聖戦士ゼロランダムダンジョンやエンチャントシステム、レアアバター「聖戦士ゼロ    スタイル」登場などスタイル」登場などスタイル」登場などスタイル」登場など

見逃せないイベント目白押し見逃せないイベント目白押し見逃せないイベント目白押し見逃せないイベント目白押し    

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、10 月 13 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。 

    

Wizardry Online 4Wizardry Online 4Wizardry Online 4Wizardry Online 4thththth    Anniversary!Anniversary!Anniversary!Anniversary!    

    
 

『Wizardry Online』は、多くの冒険者の皆さまに支えられて 2015年10月14日（水）で4周年を迎えます。 

この 4 周年を記念した、さまざまなイベントが目白押し！ 

 

4 周年記念イベントに関する詳細は、特設サイトをご覧ください。 

 

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/20151013anniversary/online.jp/event/20151013anniversary/online.jp/event/20151013anniversary/online.jp/event/20151013anniversary/    

    

    

ランダムダンジョン「ユークリッドの無限回廊」解禁！ランダムダンジョン「ユークリッドの無限回廊」解禁！ランダムダンジョン「ユークリッドの無限回廊」解禁！ランダムダンジョン「ユークリッドの無限回廊」解禁！    

    
本日10 月13 日（火）定期メンテナンス終了後より、4 周年を飾る新ダンジョン「ユークリッドの無限回廊」

を実装いたします。 

 



 

 

「ユークリッドの無限回廊」は、一定期間で内部構造が変化する特殊なダンジョンです。 

ここで冒険者に求められるのは、臨機応変な対応。 

臨機応変な対応を取り、このダンジョンを歩み進めることができれば、これまでのダンジョンでは得るこ

とができなかったようなものを得られるとか……。 

 

ぜひ、この機会に挑戦してみてはいかがですか。 

 

「ユークリッドの無限回廊」の詳細は下記「ユークリッドの無限回廊」の詳細は下記「ユークリッドの無限回廊」の詳細は下記「ユークリッドの無限回廊」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/20151013anniversary/dungeon.aspxonline.jp/event/20151013anniversary/dungeon.aspxonline.jp/event/20151013anniversary/dungeon.aspxonline.jp/event/20151013anniversary/dungeon.aspx    

    

    

あなただけの特別な能力を宿した武具を！あなただけの特別な能力を宿した武具を！あなただけの特別な能力を宿した武具を！あなただけの特別な能力を宿した武具を！    

「エンチャントシステム」実装「エンチャントシステム」実装「エンチャントシステム」実装「エンチャントシステム」実装    

    
    

 本日10 月13 日（火）定期メンテナンス終了後より、新たなシステム「エンチャントシステム」を実装いたし

ます。 

 エンチャントとは既存の装備品の上に成り立つ、更なる強化要素です。 

 スクロールと呼ばれる魔法アイテムに込められた能力をこれまで登場してきた装備品に付与することで、

今までにはない新たな力を武具に宿らせることができるというものです。 

 新たな強化要素として加わるエンチャントシステムを有効にご活用ください。 

         
    

「エンチャントシステム」についての詳細は下記「エンチャントシステム」についての詳細は下記「エンチャントシステム」についての詳細は下記「エンチャントシステム」についての詳細は下記 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/20151013anniversary/enchant.aspxonline.jp/event/20151013anniversary/enchant.aspxonline.jp/event/20151013anniversary/enchant.aspxonline.jp/event/20151013anniversary/enchant.aspx    

「エンチャントスフィア」販売開始「エンチャントスフィア」販売開始「エンチャントスフィア」販売開始「エンチャントスフィア」販売開始    



 

 

    
    

    本日10月13日（火）定期メンテナンス終了後より、新スフィア「エンチャントスフィア」の販売を開始いたし

ます。 

「エンチャントスフィア」とは、新機能「エンチャントシステム」に関係する様々なアイテムが登場するアイ

テムです。 

エンチャントは武具に付与して強化するものですが、成功率が存在し、それを補助するための上質なア

イテムや、このスフィア限定で登場するスクロールが「エンチャントスフィア」に含まれています。 

 

エンチャントスフィアから登場するラインナップは一定期間で切り替わります。 

その第1 弾として「炎狼」「魔力統制」という 2 つのスクロールが登場します！ 

 

「炎狼」は物理攻撃職の武具に付与すると強力な効果を得られ、「魔力統制」は魔法攻撃職にとって魅力

的なスクロールです。 

 

エンエンエンエンチャントスフィアについての詳細は下記チャントスフィアについての詳細は下記チャントスフィアについての詳細は下記チャントスフィアについての詳細は下記 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/enchantsphere/online.jp/event/enchantsphere/online.jp/event/enchantsphere/online.jp/event/enchantsphere/    

 

 

最強の冒険者だけがまとう衣「聖戦士ゼロ最強の冒険者だけがまとう衣「聖戦士ゼロ最強の冒険者だけがまとう衣「聖戦士ゼロ最強の冒険者だけがまとう衣「聖戦士ゼロ    スタイル」登場！スタイル」登場！スタイル」登場！スタイル」登場！    

    
    本日10 月13 日（火）定期メンテナンスにて「ホワイトスフィア」のレアアバターを更新いたします。 

 新たに登場するアバターは、最強の冒険者として名高い「ゼロ」がまとう風貌をモチーフにデザインをし

た「聖戦士ゼロ スタイル」です。 

 マントや頭部装甲に描かれた紋様は伝説の「守護者」たちが身に付けていたとされる「聖戦士の衣」をモ

チーフにしており、まさに強者の象徴に相応しいデザインとなっています。 

 ぜひ最強の冒険者の風貌で、冒険に挑んでみませんか？ 

 

 また本日10 月13 日（火）定期メンテナンス終了後から 11 月4 日（水）定期メンテナンス開始前までの期

間中、「必ず聖戦士ゼロスタイルセットがもらえるキャンペーン」を開催いたします。 

 ぜひチェックしてみてください。 



 

 

 

 

 

聖戦士ゼロスタイル 

 

【冒険者が手にするべき最高傑作がいま、ここに。】 

 

「生ける伝説」「紺碧の冒険者」「ＡＡＡ（トリプルエース）の男」「絶世の美男子」「英雄モガトの再

来」「永遠の中二病」といくらでも形容する言葉が出てくる最強の冒険者ゼロ。 

彼の纏うブルードラゴンのブレストプレートやその風貌をモチーフにしたのが本作「聖戦士ゼロ」だ。 

神出鬼没な冒険者ゼロの許諾をとっているわけではないが、一度でも彼の容姿を見たことがある者が

いれば、本作が彼をとてもリスペクトしていると解るだろう。 

ブルードラゴンの龍皮に似せた爪甲部や肩装・脛当は、ホウライ大陸の鎧技術を用いて作られたもの

である。 

また、マントや頭部装甲に描かれている紋様は伝説の「守護者」達が身につけていたとされている【聖

戦士の衣】をモチーフにされている。 

 

世に出回ったこの衣装を見たディメント王国近衛騎士団が「これこそ王直下の我々にこそ相応しい出

で立ちではないか」と嘆いたとも言われる【高貴さ】 

どんなに実力のない冒険者であっても「最強の冒険者ゼロ」と見間違えるほどの【風格】 

そして様々な伝説をあしらったデザインの【優雅さ】 

 

これぞ聖戦士、これぞゼロをも超えるゼロらしさ。 

これを身に纏いし時から、世界はあなたを中心に動き出す。 

 

※「聖戦士ゼロ スタイル」セット登場後、「ナイトレイヤ」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「聖戦士ゼロ新アバター「聖戦士ゼロ新アバター「聖戦士ゼロ新アバター「聖戦士ゼロ    スタイル」セットが必ずもらえるキャンペーン開催！スタイル」セットが必ずもらえるキャンペーン開催！スタイル」セットが必ずもらえるキャンペーン開催！スタイル」セットが必ずもらえるキャンペーン開催！    

    
本日10月13日（火）定期メンテナンス終了後から11月4日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

ホワイトスフィアを 25 回開けると必ず「聖戦士ゼロ スタイル」がもらえるキャンペーンを開催いたします。 

 最強の冒険者としての衣装を身に付けて、4 周年を迎え魅力を増した『Wizardry Online』をお楽しみくださ

い。 

 

 

これまでのご愛顧に感謝の気持ちを込めてこれまでのご愛顧に感謝の気持ちを込めてこれまでのご愛顧に感謝の気持ちを込めてこれまでのご愛顧に感謝の気持ちを込めて    

「「「「4444 周年のいいもの」をお受け取りください周年のいいもの」をお受け取りください周年のいいもの」をお受け取りください周年のいいもの」をお受け取りください！！！！    

    
 本日10月13日（火）定期メンテナンス終了後から11月17日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

毎日1 回イベント案内人「ミリオ」から受け取ることができる「ちょっといいもの」のラインアップを期間限定

で更新したします。 

 

 取得経験値量などが大幅に増加する「あの伝説の飲み物」のほか、14 スロットのバッグ「ガーディアンバ

ッグ」に、あの強化保護石も！？ 

 1 日1 回の「運試し」として、今だけ特別ラインアップの「4 周年のいいもの」をぜひお受け取りください。 

 

■出現アイテム一覧 

レッドポーション【CP】ｘ3 高級レッドポーション【CP】ｘ2  最高級レッドポーション【CP】ｘ2  

高級ブルーポーション【CP】ｘ2 癒しの香【CP】ｘ2 ラッキーコインｘ2 

最高級ロイヤル武器鍛錬石【CP】

ｘ2 

最高級ロイヤル防具鍛錬石【CP】

ｘ2 

最高級ロイヤル装飾鍛錬石【CP】

ｘ2 

特級ロイヤル武器鍛錬石【CP】 特級ロイヤル防具鍛錬石【CP】  特級ロイヤル装飾鍛錬石【CP】 

鍛錬費用半額チケット【CP】 鍛錬費用無料チケット【CP】 高級万能剥離剤【CP】 

ドルクの書簡 経験会得の極意書（30 分）【CP】 経験会得の秘伝書（60 分）【CP】 

心魂獲得の秘伝書（60 分）【CP】 金運招来の秘伝書（60 分）【CP】 パートナースフィア【討伐】 

バッジスの強化保護石【CP】 ガーディアンバッグ あの伝説の飲み物 

新登場のアイテムがさらに新登場のアイテムがさらに新登場のアイテムがさらに新登場のアイテムがさらに 9999 種加わります！種加わります！種加わります！種加わります！    



 

 

    

今年もこの時期がやってきた！「秋の精霊祭」開催今年もこの時期がやってきた！「秋の精霊祭」開催今年もこの時期がやってきた！「秋の精霊祭」開催今年もこの時期がやってきた！「秋の精霊祭」開催    

 
 

 本日10月13日（火）定期メンテナンス終了後から11月4日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

今年も「秋の精霊祭」を開催いたします。 

 

「港町イルファーロ」では期間中にモンスターから「精霊の実」を集め、今年やってくる豊穣の精霊様「ラ

ンタック」またはトリックの精霊「ジャーキー」に渡すことで、「トリートスフィア」「トリックスフィア」を入手する

ことができます。 

 

「トリートスフィア」はイベント限定のアイテムやアバターが手に入ります。 

「トリックスフィア」からは「銀のトリックチケット」「金のトリックチケット」が手に入り、「銀のトリックチケット」

は 5 枚集めると、「金のトリックチケット」と交換することができます。 

「金のトリックチケット」は「トリートスフィア」大量獲得のチャンス！ 

 

「レーヴェンアンタイル」では、人狼を主題とした民話がベースとなった催し物が実施されます。 

「狩人」として招かれる冒険者は、僅かなヒントから村人に紛れ込んだ人狼を処刑することができるでし

ょうか……？ 

 

この「人狼の館」で入手できる「ミッドナイトスフィア」からは、「スプーキーハット」「スプーキーマント」な

ど、秋の精霊祭にぴったりな装備品が登場します！ 

 

 

その他にも街には期間限定のショップ、勝利すれば豪華賞品を受け取れるかもしれないぼったボリタッ

ク氏の「人狼カードゲーム」をご用意しております。今年の秋の精霊祭もどうぞお楽しみに！ 

 

また、ロイヤルショップでは「★カボチャパンツ」や「★トンガリ帽子」、「★スプーキーマント」、「★スプー

キーハット」など秋の精霊祭限定アバターが登場します！ お見逃しなく。 

 

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    販売額販売額販売額販売額    

★スプーキーマント 58 RG 

★スプーキーハット 38 RG 

★トンガリ帽子 38 RG 

★カボチャパンツ 38 RG 

★腐ったカボチャ帽子 38 RG 

    



 

 

    

『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』の世界に降り立つなら今！』の世界に降り立つなら今！』の世界に降り立つなら今！』の世界に降り立つなら今！        

新規登録キャンペーン開催新規登録キャンペーン開催新規登録キャンペーン開催新規登録キャンペーン開催    

    
 本日10月13日（火）定期メンテナンス終了後から11月24日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

新規登録キャンペーンを開催いたします。 

 10月7日（水）0：00以降に新しく登録したアカウントを対象に、ソウルランクに応じて冒険に役立つアイテ

ムをプレゼントいたします。 

 冒険者ギルド職員一同、まだ見ぬ冒険者の皆さまを心よりお待ちしております。 

 

 お受け取りいただけるアイテムは、快適に迷宮探索を始められるものが盛りだくさん。詳細は以下よりご

確認ください。 

 

【注意事項】 

※2015 年10 月7 日(水) 0:00 以降に登録したユーザーが対象となります。 

※特典アイテムは、2015 年10 月13 日（火） 定期メンテナンス後よりお受け取りいただけます。 

※特典アイテムはイベント案内人「ミリオ」からお受け取りになれます。 

※アイテムは各ワールドで 1 回受け取れます。一度受け取った場合は別のソウルでは受け取れません。 

※受取アイテムはゲーム内メールで送られます。 

※アイテム受取期限は 2015 年12 月1 日(火)定期メンテナンス開始までとなります。 

※条件達成後、アイテムが受け取れるようになるまで最大1 時間かかります。 

 

新規登録キャンペーンの詳細は下記新規登録キャンペーンの詳細は下記新規登録キャンペーンの詳細は下記新規登録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/event/20151013newcommer/online.jp/event/20151013newcommer/online.jp/event/20151013newcommer/online.jp/event/20151013newcommer/    

    

 

  



 

 

＜＜＜＜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/ 

  

    


