
 

 

平成27 年10 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』』』』4444 周年記念イベントはまだまだ続周年記念イベントはまだまだ続周年記念イベントはまだまだ続周年記念イベントはまだまだ続くくくく！！！！    

ユークリッドの無限回廊内部構造変化やユニオンシステム大幅調整ユークリッドの無限回廊内部構造変化やユニオンシステム大幅調整ユークリッドの無限回廊内部構造変化やユニオンシステム大幅調整ユークリッドの無限回廊内部構造変化やユニオンシステム大幅調整    

さらにさらにさらにさらに 4444 周年記念アイテムプレゼントなど目が離せない周年記念アイテムプレゼントなど目が離せない周年記念アイテムプレゼントなど目が離せない周年記念アイテムプレゼントなど目が離せない    

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27 日定期

メンテナンスにて、アップデートを実施いたしました。 

    

ユークリッドの無限回廊ユークリッドの無限回廊ユークリッドの無限回廊ユークリッドの無限回廊「はじまりの迷宮」「はじまりの迷宮」「はじまりの迷宮」「はじまりの迷宮」    内部構造変化内部構造変化内部構造変化内部構造変化    新たな迷宮に挑戦せよ！新たな迷宮に挑戦せよ！新たな迷宮に挑戦せよ！新たな迷宮に挑戦せよ！    

    
 10 月 27 日定期メンテナンス終了後より、ユークリッドの無限回廊の内部構造が変化いたしました。ぜひ、

挑戦してみてください。 

 

冒険者の皆さま。こちらは迷宮管理組合のフィルニです。 

ユークリッドの無限回廊の「はじまりの迷宮」の内部構造が変化したことを確認いたしました。 

ただし、どのような脅威が待っているかなど、全てを把握できているわけではございません。 

変化した「はじまりの迷宮」に挑まれる際は、くれぐれもお気をつけください。 

 

また、迷宮管理組合が取り扱っておりますスクロールに秘められた能力を武具に付与する技術「エン

チャント」で必要な「スクロール」ですが、こちらは物によって毎日、毎週など異なる期間で交換で

きるスクロールを入れ替えております。 

「ユークリッドの無限回廊」にお越しの際は、ぜひ迷宮管理組合のカウンターへお立ち寄りください。 

 

ユークリッドの無限回廊に関しての詳細は下記ユークリッドの無限回廊に関しての詳細は下記ユークリッドの無限回廊に関しての詳細は下記ユークリッドの無限回廊に関しての詳細は下記 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----onlineonlineonlineonline.jp/event/20151013anniversary/dungeon.aspx.jp/event/20151013anniversary/dungeon.aspx.jp/event/20151013anniversary/dungeon.aspx.jp/event/20151013anniversary/dungeon.aspx    

    

エンチャントシステムに関しての詳細は下記エンチャントシステムに関しての詳細は下記エンチャントシステムに関しての詳細は下記エンチャントシステムに関しての詳細は下記 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    

    

※内部構造が変化したことにより、2015 年10 月27 日（火） 11:00 までの「はじまりの迷宮」の中断データ

は破棄されます。 



 

 

※2015 年10 月27 日（火） 定期メンテナンス開始時点に「はじまりの迷宮」内部でログアウトしていたプレ

イヤーは自動的にエントランスに戻されます。 

 

    

ユニオンレベルのキャップ解放とユニオン上限人数の調整を実施ユニオンレベルのキャップ解放とユニオン上限人数の調整を実施ユニオンレベルのキャップ解放とユニオン上限人数の調整を実施ユニオンレベルのキャップ解放とユニオン上限人数の調整を実施    

 

 10 月27 日定期メンテナンス終了後より、ユニオンレベルごとの恩恵効果の調整と、ユニオンレベルキャ

ップ解放を実施いたしました。 

 

■ユニオンレベルごとの恩恵効果の調整 

ユニオンレベル 3～10 までの恩恵効果にある「ユニオン上限人数」を調整します。調整後のユニオンレベ

ルごとの恩恵効果は以下のとおりです。 

ユニオンレベルユニオンレベルユニオンレベルユニオンレベル    恩恵効果恩恵効果恩恵効果恩恵効果    

3 ユニオン上限人数60 人 ⇒ ユニオン上限人数ユニオン上限人数ユニオン上限人数ユニオン上限人数 70707070 人人人人    

ユニオンルーム利用可能 

ユニオン倉庫利用可能Lv1（一般1） 

4 ユニオン上限人数70 人 ⇒ ユニオン上限人数ユニオン上限人数ユニオン上限人数ユニオン上限人数 80808080 人人人人 

ユニオンバフ Lv1 

 ・メンバー全員に HP＋2％ 

5 ユニオン上限人数70 人 ⇒ ユニオン上限人数ユニオン上限人数ユニオン上限人数ユニオン上限人数 100100100100 人人人人 

ユニオン倉庫利用可能Ｌｖ2（一般１、上級１） 

ユニオンマント（Normal）使用可能 

6 ユニオン上限人数80 人 ⇒ ユニオン上限人数ユニオン上限人数ユニオン上限人数ユニオン上限人数 110110110110 人人人人 

ユニオンバフ Lv2 

 ・メンバー全員に HP＋2％/MP＋2％ 

7 ユニオン上限人数90 人 ⇒ ユニオン上限人数ユニオン上限人数ユニオン上限人数ユニオン上限人数 120120120120 人人人人 

8 ユニオン上限人数100 人 ⇒ ユニオン上限人数ユニオン上限人数ユニオン上限人数ユニオン上限人数 130130130130 人人人人    

ユニオンバフ Lv3 

 ・メンバー全員に HP＋3％/MP＋3％/LUK＋1 

9 ユニオン上限人数110 人 ⇒ ユニオン上限人数ユニオン上限人数ユニオン上限人数ユニオン上限人数 140140140140 人人人人 

ユニオン倉庫利用可能Lv3（一般2、上級1） 

ユニオンマント（Good）使用可能 

10 ユニオン上限人数120 人 ⇒ ユニオン上限人数ユニオン上限人数ユニオン上限人数ユニオン上限人数 150150150150 人人人人 

ユニオンバフ Lv4 

 ・メンバー全員に HP＋4％/MP＋4％/LUK＋2 

 

■ユニオンレベルキャップ解放 

ユニオンレベルのキャップを「15」まで解放いたしました。ユニオンレベル 11～15 までの恩恵効果は以下

のとおりです。 

ユニオンレベルユニオンレベルユニオンレベルユニオンレベル    恩恵効果恩恵効果恩恵効果恩恵効果    

11 ユニオン上限人数160 人 

ユニオンマント（Master）使用可能 

12 ユニオン上限人数170 人 

ユニオンバフ Lv5 



 

 

 ・メンバー全員に HP＋４％/MP＋４％/LUK＋2/経験値取得量+1％ 

13 ユニオン上限人数180 人 

ユニオン倉庫利用可能Lv3（一般2、上級2） 

14 ユニオン上限人数190 人 

ユニオンバフ Lv6 

 ・メンバー全員に HP＋5％/MP＋5％/LUK＋3/経験値取得量+1％ 

15 ユニオン上限人数200 人 

ユニオン倉庫利用可能Lv3（一般3、上級2） 

 

    

パーティボーナス超増量イベント開催パーティボーナス超増量イベント開催パーティボーナス超増量イベント開催パーティボーナス超増量イベント開催    

    
10 月27 日定期メンテナンス終了後から 11 月10 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、パーテ

ィプレイ時における「獲得経験値」ボーナスが大幅にアップいたします。 

いつもよりも多く経験値を入手できる貴重な機会をお見逃しなく！ 

 

パーティ人数パーティ人数パーティ人数パーティ人数    経験値増加量経験値増加量経験値増加量経験値増加量    一人あたりの獲得経験値一人あたりの獲得経験値一人あたりの獲得経験値一人あたりの獲得経験値    

2222 人人人人    180180180180％→％→％→％→240240240240％％％％    90909090％→％→％→％→120120120120％％％％    

3333 人人人人    240240240240％→％→％→％→420420420420％％％％    80808080％→％→％→％→140140140140％％％％    

4444 人人人人    320320320320％→％→％→％→640640640640％％％％    80808080％→％→％→％→160160160160％％％％    

5555 人人人人    400400400400％→％→％→％→800800800800％％％％    80808080％→％→％→％→160160160160％％％％    

6666 人人人人    480480480480％→％→％→％→960960960960％％％％    80808080％→％→％→％→160160160160％％％％    

    

    

日頃の感謝の気持ちを込めて日頃の感謝の気持ちを込めて日頃の感謝の気持ちを込めて日頃の感謝の気持ちを込めて    

4444 周年感謝セール周年感謝セール周年感謝セール周年感謝セール    第第第第 4444 弾スタート！弾スタート！弾スタート！弾スタート！    

    

10月27日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、「4周年

感謝セール 第4 弾」を開催中です。 

 第4 弾は武具鍛錬にオススメなアイテムなどがお買い得！ いつもよりお得なこの機会をお見逃しなく。 

アイテムアイテムアイテムアイテム    価格価格価格価格    アイテムアイテムアイテムアイテム    価格価格価格価格    

バッジスの強化保護石（5 個） 138 RG ⇒ 131RG 最適化万能素材（5 個） 38RG ⇒ 30 RG 

強化保護石（5 個） 49 RG ⇒ 46RG ロイヤル秘術石（5 個） 38RG ⇒ 30RG 

バッグスロットの拡張秘伝書 178 RG ⇒ 169 RG 万能剥離剤（5 個） 68RG ⇒ 54RG 

ロイヤル武器鍛錬石（10 個） 36RG ⇒ 28RG 素敵なハート（10 個） 24RG ⇒ 17RG 

高級ロイヤル武器鍛錬石（10

個） 

72RG ⇒ 57RG フレンドオーブ（10 個） 18RG ⇒ 13RG 



 

 

最高級ロイヤル武器鍛錬石

（10 個） 

108RG ⇒ 86RG ＳＧ回復サプリ（10 個） 20RG ⇒ 14RG 

ロイヤル防具鍛錬石（10 個） 27RG ⇒ 21RG 経験会得の秘伝書（60 分）（5

個） 

34RG ⇒ 30RG 

高級ロイヤル防具鍛錬石（10

個） 

45RG ⇒ 36RG 心魂獲得の秘伝書（60 分） 32RG ⇒ 28RG 

最高級ロイヤル防具鍛錬石

（10 個） 

72RG ⇒ 57RG 金運招来の秘伝書（60 分） 28RG ⇒ 25RG 

ロイヤル装飾鍛錬石（10 個） 18RG ⇒ 14RG 経験会得の奥義書（30 分） 68RG ⇒ 61RG 

高級ロイヤル装飾鍛錬石（10

個） 

27RG ⇒ 21RG 天賦開花の奥義書（30 分） 38RG ⇒ 34RG 

最高級ロイヤル装飾鍛錬石

（10 個）  

45RG ⇒ 36RG   

 

■バッグスロットの拡張秘伝書とは■バッグスロットの拡張秘伝書とは■バッグスロットの拡張秘伝書とは■バッグスロットの拡張秘伝書とは    

    

インベントリの 5・6・7 番のバッグスロットを解放するためのアイテムです。インベントリの解放したいバ

ッグスロット箇所を選択すると、専用の画面が開き、「バッグスロットの拡張秘伝書」を購入することで該当

のバッグスロットを解放することができます。 

 

 

        



 

 

期間限定！期間限定！期間限定！期間限定！    鍛錬石レベル＋鍛錬石レベル＋鍛錬石レベル＋鍛錬石レベル＋1111 キャンペーン開催キャンペーン開催キャンペーン開催キャンペーン開催    

    
    10月27日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、鍛錬石の

効果が従来の性能よりも「＋1」されます。 

 従来の「鍛錬石Lv1」を利用した場合、「鍛錬石Lv2」と同等の効果に引き上げられます。 

 「鍛錬席Lv5」を使用すると、「鍛錬石Lv6」と同等の効果に！ 

 このチャンスをお見逃しなく！ 

 

■キャンペーン対象となる鍛錬石 

・武器鍛錬石 Lv1～Lv5 

・防具鍛錬石 Lv1～Lv5 

・装飾鍛錬石 Lv1～Lv5 

 

※以下の CP 品を含む鍛錬石は本キャンペーンの対象外です。 

 「（武器・防具・装飾）鍛錬石Lv6」 「ロイヤル（武器・防具・装飾）鍛錬石」 「高級ロイヤル（武器・防具・装

飾）鍛錬石」「最高級ロイヤル（武器・防具・装飾）鍛錬石」 「祝福の（武器・防具）鍛錬石」 「ハーサント（武

器・防具・装飾）鍛錬石」 

 

 

素敵な宝箱の中身は！？素敵な宝箱の中身は！？素敵な宝箱の中身は！？素敵な宝箱の中身は！？    

期間限定期間限定期間限定期間限定    装備品良質化促進キャンペーン開催装備品良質化促進キャンペーン開催装備品良質化促進キャンペーン開催装備品良質化促進キャンペーン開催    

 
10月27日定期メンテナンス終了後から11月10日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、「ロイヤ

ル秘術石」「最適化万能素材」を使用して必術・特殊鍛錬を行うとポイントをゲットすることができます。 

さらにゲットしたポイントを利用すると、アイテム「素敵な宝石箱」シリーズとの交換が可能となります。 

 「素敵な宝石箱」を開けると、強力な能力を秘めたジェムの破片がひとつ手に入ります。 

 

【注意事項】 

※秘術・特殊鍛錬の対象などは問わず、「ロイヤル秘術石」「最適化万能素材」を消費した個数を集計しま

す。 

※本キャンペーンは「ロイヤルショップ」でご購入いただける「ロイヤル秘術石」「最適化万能素材」が対象



 

 

です。また、「ロイヤル秘術石【CP】」「最適化万能素材【CP】」も交換ポイント付与対象に含まれます。 

  ただし、各ランクの「秘術の石」についてはご利用いただいてもポイントは入手できません。 

※「ロイヤル秘術石」「最適化万能素材」「ロイヤル秘術石【CP】」「最適化万能素材【CP】」の使用ごとに１ポ

イントを入手できます。 

※アイテムはゲーム内メールでお贈りいたします。メインメニューの「メール」よりご確認ください。 

※【CP】表記のアイテムはトレードすることはできません。 

※イベント案内人「ミリオ」からお受け取りになれます 

    

    

4444 周年、ありがとう！感謝の贈り物周年、ありがとう！感謝の贈り物周年、ありがとう！感謝の贈り物周年、ありがとう！感謝の贈り物    

    

『Wizardry Online』は皆さまに支えられて、2015 年10 月14 日に 4 周年を迎えることができました。 

ささやかではございますが、感謝の気持ちを込めて、今年も周年記念アバターをご用意いたしました。 

今年は、冒険者の必需品「冒険者のリュック」です。アバター、装備品両方をご用意いたしました。アバタ

ーはロイヤルショップにて販売しておりますので、ご確認ください。 

 

引き続き、変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

  
    

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記 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=2029online.jp/info/?seq=2029online.jp/info/?seq=2029online.jp/info/?seq=2029    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

期間限定販売アイテム登場期間限定販売アイテム登場期間限定販売アイテム登場期間限定販売アイテム登場    

 

「クラスアドバンスメント」で利用する「AdPoint」の入手量が上昇する「天賦開花の奥義書（30 分）」も販売

開始いたしました。 

週間制限分を稼ぎ切るのに時間が厳しい……そんな時にこちらのアイテムの利用をご検討いただければ

幸いでございます。 

 

また、昨年販売いたしました白と黒のウサギリュックの再販売も開始いたしました！ 

欲しかったけど手に入れ損ねた……そんなご要望にお応えしての再登場。ぜひチェックしてみてくださ

い。 

  

 

 

■ロイヤルショップ販売価格 

アイテム 価格 

★収穫のリュック 58RG 

※販売終了日は追ってお知らせいたします。 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

＜＜＜＜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.  
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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/ 

  

    


