
 

 

平成27 年12 月22 日 

各位 

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

『灰と幻想のグリムガル』×『灰と幻想のグリムガル』×『灰と幻想のグリムガル』×『灰と幻想のグリムガル』×『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』』』』    

ファンタジーアニメと伝統のオンラインファンタジーアニメと伝統のオンラインファンタジーアニメと伝統のオンラインファンタジーアニメと伝統のオンライン RPGRPGRPGRPG とのコラボとのコラボとのコラボとのコラボレーション開始日発表レーション開始日発表レーション開始日発表レーション開始日発表    

さらにさらにさらにさらに新スフィア「マジック新スフィア「マジック新スフィア「マジック新スフィア「マジックスフィアスフィアスフィアスフィア」より新アバター登場」より新アバター登場」より新アバター登場」より新アバター登場    この展開から目が離せないこの展開から目が離せないこの展開から目が離せないこの展開から目が離せない！！！！    

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、2016 年1 月より

放送開始を予定しているＴＶアニメ『灰と幻想のグリムガル』とのコラボレーション開始日を発表いたしま

す。 

    

2016201620162016 年年年年1111 月月月月 12121212 日日日日    新たな物語の幕が上がる・・・新たな物語の幕が上がる・・・新たな物語の幕が上がる・・・新たな物語の幕が上がる・・・    

    

 
 

2016 年1 月12 日（火）定期メンテナンス終了後より『Wizardry Online』と TV アニメ『灰と幻想のグリムガ

ル』のコラボレーションをスタートいたします。 

コラボレーションイベント限定アイテムのほか、これまでにない特徴を持つ限定ダンジョンの実装など、

さまざまなイベントを予定しております。 

  

 今後の展開にぜひご期待ください。 

 

TVTVTVTV アニメアニメアニメアニメ『『『『灰と幻想の灰と幻想の灰と幻想の灰と幻想のグリムガルグリムガルグリムガルグリムガル』』』』×『×『×『×『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』』』』    コラボレーションティザーサイトコラボレーションティザーサイトコラボレーションティザーサイトコラボレーションティザーサイト    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/20151202grimgar/online.jp/event/20151202grimgar/online.jp/event/20151202grimgar/online.jp/event/20151202grimgar/    

    

TVTVTVTV アニメアニメアニメアニメ『『『『灰と幻想のグリムガル灰と幻想のグリムガル灰と幻想のグリムガル灰と幻想のグリムガル』』』』    アニメ公式サイトアニメ公式サイトアニメ公式サイトアニメ公式サイト    

http://grimgar.com/http://grimgar.com/http://grimgar.com/http://grimgar.com/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

■『灰と幻想のグリムガル』とは『灰と幻想のグリムガル』とは『灰と幻想のグリムガル』とは『灰と幻想のグリムガル』とは■ 

『灰と幻想のグリムガル』は、主人公・ハルヒロが、特別な力も記憶すらももたずに迷い込んでしまった世界・グ

リムガルにおいて、“生きるために” 過酷な環境や仲間との絆に向き合っていく様を描いた青春群像×ファンタ

ジー作品です。 

 

【ＴＶアニメ『灰と幻想のグリムガル』作品概要】【ＴＶアニメ『灰と幻想のグリムガル』作品概要】【ＴＶアニメ『灰と幻想のグリムガル』作品概要】【ＴＶアニメ『灰と幻想のグリムガル』作品概要】    

    

＜放送情報＞＜放送情報＞＜放送情報＞＜放送情報＞    ※放送日時は変更になる場合があります。※放送日時は変更になる場合があります。※放送日時は変更になる場合があります。※放送日時は変更になる場合があります。    

TOKYO MXTOKYO MXTOKYO MXTOKYO MX    1111 月月月月 10101010 日より日より日より日より    毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜 24:3024:3024:3024:30～～～～    

ABCABCABCABC 朝日放送朝日放送朝日放送朝日放送    1111 月月月月13131313 日より、毎週水曜日より、毎週水曜日より、毎週水曜日より、毎週水曜26262626：：：：44444444～（※初回放送は～（※初回放送は～（※初回放送は～（※初回放送は 26262626：：：：

49494949～）～）～）～）    

BS11BS11BS11BS11    1111 月月月月15151515 日より日より日より日より    毎週金曜毎週金曜毎週金曜毎週金曜 23:3023:3023:3023:30～～～～    

ATATATAT----XXXX    1111 月月月月10101010 日より日より日より日より    毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜 24:3024:3024:3024:30～～～～    

            リピート放送リピート放送リピート放送リピート放送    毎週月曜毎週月曜毎週月曜毎週月曜 23:3023:3023:3023:30～、毎週水曜～、毎週水曜～、毎週水曜～、毎週水曜 15:3015:3015:3015:30～、毎週土曜～、毎週土曜～、毎週土曜～、毎週土曜

7:307:307:307:30～～～～    

AmazonAmazonAmazonAmazon プライム・ビデオプライム・ビデオプライム・ビデオプライム・ビデオ    1111 月月月月13131313 日より、毎週水曜日より、毎週水曜日より、毎週水曜日より、毎週水曜25252525：：：：00000000～～～～    

ニコニコ生放送ニコニコ生放送ニコニコ生放送ニコニコ生放送    1111 月月月月 16161616 日（土）より、毎週土曜日（土）より、毎週土曜日（土）より、毎週土曜日（土）より、毎週土曜 23232323：：：：00000000～～～～    

ニコニコチャンネルニコニコチャンネルニコニコチャンネルニコニコチャンネル    1111 月月月月 16161616 日（土）より、毎週土曜日（土）より、毎週土曜日（土）より、毎週土曜日（土）より、毎週土曜23232323：：：：30303030～～～～    

※放送日時は変更になる場合があります。※放送日時は変更になる場合があります。※放送日時は変更になる場合があります。※放送日時は変更になる場合があります。    

 

＜＜＜＜STAFFSTAFFSTAFFSTAFF＞＞＞＞    

原作：十文字 青（オーバーラップ文庫刊）／原作イラスト：白井鋭利／ 

監督・脚本：中村亮介／キャラクターデザイン：細居美恵子／助監督：柴山智隆／ 

キーアニメーター：浅賀和行、馬場 健、髙田 晃／美術監督：金子英俊／色彩設計：茂木孝浩／ 

撮影監督：五十嵐慎一／３Ｄ監督：菅 友彦／編集：肥田 文／音楽プロデュース：（K）NoW_NAME／制作：A-1 Pictures 

 

＜＜＜＜CASTCASTCASTCAST＞＞＞＞    

ハルヒロ：細谷佳正／ランタ：吉野裕行／マナト：島﨑信長／ 

モグゾー：落合福嗣／ユメ：小松未可子／シホル：照井春佳／ 

レンジ：関智一／キッカワ：浪川大輔／ブリトニー：安元洋貴／バルバラ：能登麻美子 ほか 

 

＜＜＜＜IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction＞＞＞＞    

生きるって、簡単じゃない。生きるって、簡単じゃない。生きるって、簡単じゃない。生きるって、簡単じゃない。    

目が覚めると、ハルヒロは暗闇の中にいた。 

ここがどこなのか、なぜここにいるのか、そしてどこから来たのかもわからないまま。 

周りには自分と同じ境遇らしき数名の男女。 

彼らとともに暗闇から踏み出した先には見たことのない世界、 

「グリムガル」が広がっていた……。    

記憶も、お金も、特別な力も――、記憶も、お金も、特別な力も――、記憶も、お金も、特別な力も――、記憶も、お金も、特別な力も――、    

何もない僕たちが手に入れた現実。何もない僕たちが手に入れた現実。何もない僕たちが手に入れた現実。何もない僕たちが手に入れた現実。    

    

＜公式サイト＞＜公式サイト＞＜公式サイト＞＜公式サイト＞http://grimgar.com  

＜公式＜公式＜公式＜公式 TwitterTwitterTwitterTwitter＞＞＞＞    ＠grimgar_anime 

 

©2016 十文字青・オーバーラップ／灰と幻想のグリムガル製作委員会 

    

    



 

 

新たなスフィア「マジックスフィア」より新たなスフィア「マジックスフィア」より新たなスフィア「マジックスフィア」より新たなスフィア「マジックスフィア」より        

機能性に優れた民間企業のユニフォーム「ゴラグワーカースタイル」登場機能性に優れた民間企業のユニフォーム「ゴラグワーカースタイル」登場機能性に優れた民間企業のユニフォーム「ゴラグワーカースタイル」登場機能性に優れた民間企業のユニフォーム「ゴラグワーカースタイル」登場    

    

 本日12月22日（火）定期メンテナンスにて、新スフィア「マジックスフィア」が登場し、新たなレアアバター

「ゴラグワーカースタイル」が登場いたします。 

 

今回登場する「ゴラグワーカースタイル」はライフライン整備を担当している民間企業で採用されている

ユニフォームのレプリカです。 

 「ゴラグワーカースタイル」には、「カンパニーリング」というアイテムが付属しています。 

 

 一部ステータスの向上効果と、移動速度上昇効果を得られるという貴重なアイテムです。 

 ぜひこちらもあわせてご利用ください。 

 

また、本日12月22日（火）定期メンテナンス終了後から2016年1月19日（火）定期メンテナンス開始前

までの期間中、「必ずゴラグワーカースタイルセット」がもらえるキャンペーンを開催いたします。 

期間中にぜひ「マジックスフィア」をご購入ください。 

 

 
 

ゴラグ・ワーカー スタイル 

 

夕闇の交わる宿場街「レーヴェンアンタイル」の各所に見受けられる、大小様々の機構をメンテナ

ンスする民間企業ゴラグ・ワークス社。社のシンボルであるところの大鷲が大胆にあしらわれた正式

ユニフォームが特徴だ。 

その機能性にも優れたユニフォームのレプリカ品がこのたびゴラグ社の全面協力のもと、冒険者た

ちに提供されることとなった。 

 

本来であれば防護のためにも露出は控えるべきところなのだが、ゴラグ社の社長ゴ・イマジュの嗜

好と強力な後押しにより、女性ユニフォームは不自然なほどに露出が高まった仕様となっている。 

本ユニフォームの採用にあたっては女性職員からの非難が集中。社の業務も停滞し、「宿場町が静止

した三日間」と評された事件は記憶にも新しいだろう。 

 

表立ってはライフライン整備を担当しているだけのように見えるゴラグ・ワークス社の実態は明ら

かとはなっておらず、ただの民間企業でありながらもハーサント連邦政府と密接な協力関係にあり、



 

 

かの『FR-A4』のメンテナンスや改良をはじめとした兵器開発をも担当しているらしい……といった黒

い噂も絶えない。 

 

真理の探究者たる「エリクシール・サーチャー」とは魔道と工学との相反する面を互いに掲げるこ

とからも極めて不仲であり、互いの研究施設に対して執拗かつ陰険、陰湿な嫌がらせが日夜繰り広げ

られているらしいようだ。 

 

今回、冒険者へのレプリカユニフォームの提供にあたっては、ゴラグ社が全社員に貸与している「装

着者の現在位置を知ることができる」「快走の効能を得ることができる」「紛失しないように外しづら

い」といった、ゴラグ社の思いやりの籠もった特徴溢れる専用指輪が同梱されている。 

 

※「ゴラグワーカースタイル」に付属するアイテム「カンパニーリング」は使用後トレード不可です。 

※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。 

 

 

「エンチャントスフィア」ラインナップ更新！「エンチャントスフィア」ラインナップ更新！「エンチャントスフィア」ラインナップ更新！「エンチャントスフィア」ラインナップ更新！    

    
本日12 月22 日（火）定期メンテナンスにて、「エンチャントスフィア」の一部のラインナップを入れ替えま

す。 

「スクロール【意力神速】」「スクロール【徳量寛大】」「スクロール【防壁】」「スクロール【防護】」に変わり、 

5 つの新たなスクロールが登場します！ 

 

■ 新たに登場する 5 つのスクロール 

レアアイテムとして 「スクロール【健脚進軍】」「スクロール【餓蛇】」 「スクロール【増大】」、 

通常アイテムとして「スクロール【奇跡】」 「スクロール【魔導】」が登場します。 

 

            

    



 

 

        

    

■■■■    新スクロールの一部能力について新スクロールの一部能力について新スクロールの一部能力について新スクロールの一部能力について    

・スクロール【餓蛇】 

対モンスター防御無視10％は、モンスターに対する物理攻撃時、10％の確率で防御力を無視して攻撃し

ます。 

 

・スクロール【魔導】 

アロースキルの射程延長は、プレイヤーの使用するフレイムアロー、マルチアロー（火+水）、ダークネス

アローなどの各種属性アローが対象となります。 

ファイアボール、マジックミサイル、ディバインレイは対象となりません。 

 

■エンチャントスフィアについて■エンチャントスフィアについて■エンチャントスフィアについて■エンチャントスフィアについて    

http://www.wizardry-online.jp/event/enchantsphere/ 

    

【注意事項】 

※「スクロール【健脚進軍】」「スクロール【餓蛇】」「スクロール【増大】」「スクロール【奇跡】」「スクロール【魔

導】」登場後は、「スクロール【意力神速】」「スクロール【徳量寛大】「スクロール【防壁】」「スクロール【防護】

は登場いたしません。ご注意ください。 

※レアスクロールにつきましては、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。 

    

    

年末年始は豪華キャンペーン盛りだくさん！年末年始は豪華キャンペーン盛りだくさん！年末年始は豪華キャンペーン盛りだくさん！年末年始は豪華キャンペーン盛りだくさん！    

    
    本日12 月22 日（火）定期メンテナンス終了後から 2016 年1 月5 日（火）定期メンテナンス開始前までの

期間中、6 つのキャンペーンを実施いたします。 

 解放直後、ダンジョン「深淵の迷宮」のお宝を狙うチャンスです。 

  



 

 

 年末年始は『Wizardry Online』の年越しキャンペーンでお楽しみください。 

 

■実施する「6 つ」のキャンペーン 

・宝箱出現率5％アップ 

・獲得経験値25％アップ 

・パーティボーナス増量 

・獲得ゴールド 25％アップ 

・ソウルポイントブースト 50％アップ 

・巨大宝箱出現率2 倍 

 

■パーティボーナスについて 

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    一人当たりの獲得経験値一人当たりの獲得経験値一人当たりの獲得経験値一人当たりの獲得経験値    

2 人 180% ⇒ 200% 90% ⇒ 100% 

3 人 240% ⇒ 300% 80% ⇒ 100% 

4 人 320% ⇒ 400% 80% ⇒ 100% 

5 人 400% ⇒ 500% 80% ⇒ 100% 

6 人 480% ⇒ 600% 80% ⇒ 100% 

 

 

 

 

 

 

    

        



 

 

＜＜＜＜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/ 

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 

ヴァルキリーアイゼン 

http://yahoo-mbga.jp/game/12021183/play 

http://yahoo-mbga.jp/game/12021838/play 

http://yahoo-mbga.jp/game/12023362/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 

  

    


