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各位 
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『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』』』』    

熱いコラボレーションはまだまだ終わらない熱いコラボレーションはまだまだ終わらない熱いコラボレーションはまだまだ終わらない熱いコラボレーションはまだまだ終わらない……………………本日本日本日本日 1111 月月月月 26262626 日より第二弾スタート日より第二弾スタート日より第二弾スタート日より第二弾スタート    

さらに日々の冒険が便利になる利便性向上さらに日々の冒険が便利になる利便性向上さらに日々の冒険が便利になる利便性向上さらに日々の冒険が便利になる利便性向上機能を機能を機能を機能を実装実装実装実装    

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1 月26 日

（火）より、『灰と幻想のグリムガル』とのコラボレーション企画第二弾を開催することをお知らせいたしま

す。 

    

簡単には終わらない簡単には終わらない簡単には終わらない簡単には終わらない    

『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』コラボレーション企画第二弾スタート』コラボレーション企画第二弾スタート』コラボレーション企画第二弾スタート』コラボレーション企画第二弾スタート    

 
 

本日1 月26 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企画第二弾がスタートいたします。 

 

 期間限定回廊「灰と幻想の無限回廊」に新たな限定エンチャントスクロールが登場。ほかにも、新たなコ

ラボレーションアイテムが登場いたします。 

 

 第一弾に続き、第二弾もお楽しみください。 

 

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』』』』×『×『×『×『WizardryWizardryWizardryWizardry    OnlineOnlineOnlineOnline』』』』    コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション特設特設特設特設サイトサイトサイトサイト    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/20160112grimgar/event_02.aspxonline.jp/event/20160112grimgar/event_02.aspxonline.jp/event/20160112grimgar/event_02.aspxonline.jp/event/20160112grimgar/event_02.aspx    

    

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/ 
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期間限定回廊「灰と幻想の無限回廊」期間限定回廊「灰と幻想の無限回廊」期間限定回廊「灰と幻想の無限回廊」期間限定回廊「灰と幻想の無限回廊」    

冒険者よ！過酷な試練に挑み迷宮を踏破せよ！冒険者よ！過酷な試練に挑み迷宮を踏破せよ！冒険者よ！過酷な試練に挑み迷宮を踏破せよ！冒険者よ！過酷な試練に挑み迷宮を踏破せよ！    

 

 1 月12 日より登場中のコラボレーション期間限定回廊「灰と幻想の無限回廊」に新たなエンチャントスク

ロールが登場いたします。 

  

 今回登場するのは、エンチャントスクロール「灰と幻想」、エンチャントスクロール「グリムガル」です。ど

ちらもコラボレーション期間限定のエンチャントスクロールです。 

 

 エンチャントスクロール「灰と幻想」は、瀕死時に全ステータスを増加させ、死亡時には周囲のプレイヤ

ーのステータスを増加させます。 

 エンチャントスクロール「グリムガル」は、レベルに応じた HP と MP の増加と入手経験値量を 10％アップ

させます。 

  

 この機会にぜひこれらの限定品を入手してください。 

  

  
 

■灰と幻想の無限回廊とは 

「ユークリッドの無限回廊」に突如として現れた、計10 階層からなる迷宮。 

この「灰と幻想の無限回廊」では、アザルスの冒険者たちはこれまでの迷宮にはない苦難へと挑むことに

なるでしょう。 

アザルスの地で入手した武具を身につけることはできません。 

 

飢えをしのぐ食料を手に入れ、迷宮内で武具を収集し、迷宮の踏破を目指しましょう。 

 

■迷宮の攻略について 

【武具】 

従来の武具は「灰と幻想の無限回廊」内では装備できません。 

冒険者は本回廊内でのみ入手できる武具を手に、深層へと挑むことになるでしょう。 

また、回廊内で手に入れた武具はアザルスの大陸へと持ち帰ることはできません。 

ただし、多くの「経験」を持ち帰ることはできるでしょう。 

 



 

 

【キャラクターレベル】 

本ダンジョンでは、階層ごとに最大キャラクターレベルが制限されます。 

階層が進めば進むほど、キャラクターレベルの制限が解除され、本来の強さに近づくことができるでしょ

う。 

 

【空腹と飢え】 

従来のコンディションは「満腹度」に置き換わり、時間の経過ごとに減少していきます。 

飢えをしのぐための食料を手に入れることも重要です。 

 

【報酬】 

従来のダータ銀貨、アテナイ金貨に加え、迷宮管理組合より4階層の踏破、8階層の踏破、そして、最終階

層の踏破ごとにそれぞれ 1 日1 枚ずつの「回廊踏破証明書」をお渡しします。 

この「回廊踏破証明書」と引き替えに、本回廊内から産出された珍しいエンチャントスクロールのほか、

様々な報酬品と交換できます。 

 

    

「ゾディアックん」がソウルパートナーアバターとなって「ゾディアックん」がソウルパートナーアバターとなって「ゾディアックん」がソウルパートナーアバターとなって「ゾディアックん」がソウルパートナーアバターとなって    

『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』冒険の世界へ登場』冒険の世界へ登場』冒険の世界へ登場』冒険の世界へ登場    

 
 

1 月26 日（火）定期メンテナンス終了後から 2 月9 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、「ゾデ

ィアックん」がソウルパートナーアバターとなって登場いたします。 

 

コラボレーション期間でしか入手できない。 

貴重なアイテムをお見逃しなく。 

 

コラボレーション第二弾は 2 月9 日（火）定期メンテナンス開始前まで開催中です。 

冬の寒い日は、『Wizardry Online』でお楽しみください。 

        
    



 

 

    

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』』』』    コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション特設サイト特設サイト特設サイト特設サイト    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/20160112grimgar/event_02.aspxonline.jp/event/20160112grimgar/event_02.aspxonline.jp/event/20160112grimgar/event_02.aspxonline.jp/event/20160112grimgar/event_02.aspx    

    

    

新規登録キャンペーン新規登録キャンペーン新規登録キャンペーン新規登録キャンペーン    今ならレベル今ならレベル今ならレベル今ならレベル 20202020 から始められる！から始められる！から始められる！から始められる！    

 

 1 月12 日（火）定期メンテナンス終了後から 2 月9 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、今なら

レベル 20 から始められる！新規登録キャンペーンを開催中です。 

 

 コラボレーションイベント期間中に、新しく『Wizardry Online』に新規登録をした方を対象に、なんとレベル

20 まで一気に上昇させることのできる限定アイテム「異界のエクスポーション」をプレゼントいたします。 

 

 この機会にぜひ『Wizardry Online』の冒険のドアを叩いてみませんか？ 

 

 

本格派の方はこちらから新規登録本格派の方はこちらから新規登録本格派の方はこちらから新規登録本格派の方はこちらから新規登録    

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

    

PKPKPKPK のないワールドをご希望の方はこちらから新規登録のないワールドをご希望の方はこちらから新規登録のないワールドをご希望の方はこちらから新規登録のないワールドをご希望の方はこちらから新規登録    

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

    

    

日々の冒険がより便利に！日々の冒険がより便利に！日々の冒険がより便利に！日々の冒険がより便利に！    

「マイクローク改修」「バフアイコン表示タイプ切替」「イベントリプレイ機能」「シナリオスキップ機能」実装「マイクローク改修」「バフアイコン表示タイプ切替」「イベントリプレイ機能」「シナリオスキップ機能」実装「マイクローク改修」「バフアイコン表示タイプ切替」「イベントリプレイ機能」「シナリオスキップ機能」実装「マイクローク改修」「バフアイコン表示タイプ切替」「イベントリプレイ機能」「シナリオスキップ機能」実装    

    
    本日1 月26 日（火）定期メンテナンスにて、「マイクローク改修」「バフアイコンン表示タイプ切替」「イベン

トリプレイ機能」「シナリオスキップ機能」を実装いたします。 

 

 これにより、より便利に日々の冒険をご堪能いただけます。 

 ぜひ、新たな魅力を増した『Wizardry Online』をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■■■■マイクローク改修マイクローク改修マイクローク改修マイクローク改修    

 

【新たなマイクロークでできる機能】 

・アイテムおよび装備品を検索可能に！ 

マイクローク UI の上部にある検索欄にキーワードを入力することで、マイクローク内にあるアイテムを検

索できます。 

例1）ハンガーで検索 ⇒ ハンガーがある箇所が緑色に光る 

例2）片手剣で検索 ⇒ 片手剣がある箇所が緑色に光る 

    

・タブ名称の変更が可能に！ 

マイクローク UI 左の「拡張」となっている箇所を、任意の名称に変更することができます。 

※名称変更で入力できる文字数は、8 文字までです。 

    

・スタックアイテムの自動振り分けが可能に！ 

自動振り分けのチェックボックスをオンにした状態でダブルクリックまたは右クリックでアイテムを預けると、

既に預けられている同一アイテムに自動でスタックされます。 

     

・倉庫をさらに拡張可能に！ 

新たに 10 枠を追加で拡張できるようになります。 

 

■バフアイコンのレイアウトタイプ切替■バフアイコンのレイアウトタイプ切替■バフアイコンのレイアウトタイプ切替■バフアイコンのレイアウトタイプ切替    

 

バフアイコンの表示方法において、従来の表示方式と新たな表示方式をオプションにより選択できるよ

うになります。 

 



 

 

 また、装備品の特殊効果によって表示されるバフアイコンの表示／非表示の操作や、 

  ディメント褒章など特別なアイテムの効果で表示されるバフアイコンの表示が画面左上に移動します。 

 

 

■イベントリプレイ機能／シナリオスキップ機能■イベントリプレイ機能／シナリオスキップ機能■イベントリプレイ機能／シナリオスキップ機能■イベントリプレイ機能／シナリオスキップ機能    

  

  
 

追憶の吟遊詩人「イームファ」より、イベントリプレイとストーリークエストのスキップを行えるようになり

ます。 

「イームファ」は、「英雄の集う広場（座標：Ｇ５）」「闇を受け入れた者達の路地（座標：Ｉ５）」にいます。 

  イベントリプレイでは、自身の記憶を「イームファ」の手で呼び起こし、視聴することができます。 

  シナリオスキップでは、選択したダンジョンまでのストーリークエストを攻略済み扱いにすることができ

ます。 

 

※シナリオスキップ機能を使用すると、攻略済みになったストーリークエストの報酬は受け取ることができ

ません。 

※シナリオスキップ機能を使用して攻略済みにしたシナリオは、操作後に解除することはできません。 

※シナリオスキップ機能を使用して「ドルクのストーリーサポート」の報酬を受け取ることはできません。 

 

 

    



 

 

ダンジョン「深淵の迷宮」に新たなスフィア登場ダンジョン「深淵の迷宮」に新たなスフィア登場ダンジョン「深淵の迷宮」に新たなスフィア登場ダンジョン「深淵の迷宮」に新たなスフィア登場    

    

本日1 月26 日（火）定期メンテナンス終了後から 2 月2 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

ダンジョン「深淵の迷宮」に新たなスフィア「深淵のスフィア」が登場いたします。 

「深淵のスフィア」は、各決戦場や、通常モンスターから入手することができます。「深淵のスフィア」から

は「深淵の迷宮」で入手できる各種武具が登場いたします。 

 

また、「深淵のスフィア」実装を記念し、期間限定で「深淵のスフィア」の入手量が 3 倍になります。 

ぜひ、この機会に「深淵のスフィア」から強力な武具を入手してください。 

 

 

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

    

 本日1月26日（火）定期メンテナンスにて、「エンチャントスフィア」の一部ラインナップの入れ替えを行い

ます。 

 今回は、レアアイテムとして 「スクロール【瀑布覇道】」「スクロール【万物粉砕】」 が登場します。 

  
 

エンチャントスフィアの詳細は下記ＵＲＬよりご確認くださいエンチャントスフィアの詳細は下記ＵＲＬよりご確認くださいエンチャントスフィアの詳細は下記ＵＲＬよりご確認くださいエンチャントスフィアの詳細は下記ＵＲＬ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/    

    

    

俺のキャラクターが限定ボイスをしゃべる件（キャンペーン）俺のキャラクターが限定ボイスをしゃべる件（キャンペーン）俺のキャラクターが限定ボイスをしゃべる件（キャンペーン）俺のキャラクターが限定ボイスをしゃべる件（キャンペーン）    

    

本日1 月26 日（火）定期メンテナンス終了後から 2 月9 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

『限定ボイス』または『ラッキーコイン』と交換できちゃうキャンペーンを実施いたします。 

 

憧れの限定ボイスを手に入れるチャンス！ ぜひこの機会に「ボイススフィア」をお買い求めください。 

 

 



 

 

■『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    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    毎週水曜毎週水曜毎週水曜毎週水曜 26262626：：：：44444444～～～～    

BS11BS11BS11BS11    毎週金曜毎週金曜毎週金曜毎週金曜 23:3023:3023:3023:30～～～～    

ATATATAT----XXXX    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    毎週水曜毎週水曜毎週水曜毎週水曜 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    毎週土曜毎週土曜毎週土曜毎週土曜 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    毎週土曜毎週土曜毎週土曜毎週土曜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 

    

 

    

    



 

 

＜＜＜＜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 Wizardry Wizardry Wizardry OnlineOnlineOnlineOnline』』』』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 

  

    


