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『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』』』』かつての強敵たちかつての強敵たちかつての強敵たちかつての強敵たちに再び挑め！に再び挑め！に再び挑め！に再び挑め！    新コンテンツ新コンテンツ新コンテンツ新コンテンツ「追想決戦場」実装「追想決戦場」実装「追想決戦場」実装「追想決戦場」実装    

そして第四章終節――新ダンジョン「シャーデの迷宮」ティザーサイトを公開！そして第四章終節――新ダンジョン「シャーデの迷宮」ティザーサイトを公開！そして第四章終節――新ダンジョン「シャーデの迷宮」ティザーサイトを公開！そして第四章終節――新ダンジョン「シャーデの迷宮」ティザーサイトを公開！    

    

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、3 月8 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。 

 

かつての強敵たちに再び挑め！かつての強敵たちに再び挑め！かつての強敵たちに再び挑め！かつての強敵たちに再び挑め！    新コンテンツ新コンテンツ新コンテンツ新コンテンツ「追想決戦場」「追想決戦場」「追想決戦場」「追想決戦場」がががが登場！登場！登場！登場！    

 
本日3 月8 日（火）定期メンテナンス終了後より、新コンテンツ「追想決戦場」が登場いたします。 

この「追想決戦場」の登場を記念し、「Mysterious books of Shanan ～挑戦者たち～」を開始いたします。 

 

本日登場する「追想決戦場」には 2 つの特徴があります。 

まず、追想決戦場に登場するモンスターは、かつての強敵たちが力を増して再登場すること。 

そして難易度を選択できるという新たな機能が備わっていること。 

登場するボスモンスターからは、これまでに見かけたことのない戦利品が手に入ります。 

 

「Mysterious books of Shanan ～挑戦者たち～」は冒険者ギルドより提示された討伐指令です。 

各決戦場を攻略することで指令を達成し、それぞれ 1 度、報酬を受け取ることができます。 

 

仲間と力を合わせて、かつての強敵たちを撃破しよう。 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

第四章終節――新ダンジョン「シャーデの迷宮」ティザーサイトを公開第四章終節――新ダンジョン「シャーデの迷宮」ティザーサイトを公開第四章終節――新ダンジョン「シャーデの迷宮」ティザーサイトを公開第四章終節――新ダンジョン「シャーデの迷宮」ティザーサイトを公開    

    
漆黒の魔女シャーデが封印されたダンジョン「シャーデの迷宮」への道が間もなく開かれます。 

それに先駆け、本日ティザーサイトを公開いたします。 

 

シャーデの領域に踏み入って無事に生還することができるのか……。 

その扉が開かれるまで、しばしお待ちください。 

 

新ダンジョン「シャーデの迷宮」ティザーサイトはこちらよりご覧ください。新ダンジョン「シャーデの迷宮」ティザーサイトはこちらよりご覧ください。新ダンジョン「シャーデの迷宮」ティザーサイトはこちらよりご覧ください。新ダンジョン「シャーデの迷宮」ティザーサイトはこちらよりご覧ください。    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/20160329newdungeon/online.jp/event/20160329newdungeon/online.jp/event/20160329newdungeon/online.jp/event/20160329newdungeon/    

    

    

強化保護石を購入すると、盛り足しキャンペーンを開催！強化保護石を購入すると、盛り足しキャンペーンを開催！強化保護石を購入すると、盛り足しキャンペーンを開催！強化保護石を購入すると、盛り足しキャンペーンを開催！    

    
本日3 月8 日(火)定期メンテナンス終了後から 3 月15 日(火)定期メンテナンス開始までの期間中、 

「バッジスの強化保護石」に盛り足しキャンペーンを実施いたします。 

 

期間中、「強化保護石」「バッジスの強化保護石」の購入でポイントを獲得することができます。 

「強化保護石」の購入で 1 ポイント、「バッジスの強化保護石」の購入で 3 ポイントを入手できます。 

得たポイントで、ハーサント鍛錬石や特級ロイヤル鍛錬石各種と交換できます。 

さらに、今回はポイントで交換できるアイテムの数量が通常の 2 倍といつもより盛り盛りです！ 

この機会をお見逃しなく「強化保護石」を購入して武具を強化！ 盛り足しアイテムを手に入れましょう！ 

    

        



 

 

冒険者メダルが冒険者メダルが冒険者メダルが冒険者メダルが 2222 倍！倍！倍！倍！    ダンジョン攻略推進キャンペーン開催ダンジョン攻略推進キャンペーン開催ダンジョン攻略推進キャンペーン開催ダンジョン攻略推進キャンペーン開催    

 
本日3 月8 日(火) 定期メンテナンス終了後から 3 月29 日(火) 定期メンテナンス開始前までの期間中、 

新しく「深淵の迷宮」の各決戦場から冒険者メダルを獲得できるようになり、キャンペーン期間中はすべて

のダンジョンで獲得できる冒険者メダルが 2 倍になります。 

「深淵の迷宮」を踏破していない方は、冒険者メダル 2倍のこの期間にぜひ挑戦してみてはいかがでしょ

うか。 

 

 

「討伐推進キャンペーン」開催！「討伐推進キャンペーン」開催！「討伐推進キャンペーン」開催！「討伐推進キャンペーン」開催！    

 

本日3 月8 日(火) 定期メンテナンス終了後から 3 月29 日(火) 定期メンテナンス開始前までの期間中、

特定の種族に対しての攻撃力がアップします。 

 

今回対象となるのは、「深淵の迷宮」をはじめ、様々なダンジョンに立ちふさがる神獣・動物・植物系種

族です。「深淵の迷宮」の決戦場に出てくるあのモンスターも討伐推進対象になるかもしれません。 

ぜひこの機会に普段とは一味違ったモンスターとの攻防をお楽しみください！ 

 

効果 説明 

神獣キラー 神獣系種族に対してダメージが 50%アップします。 

動物キラー 動物系種族に対してダメージが 50%アップします。 

植物キラー 植物系種族に対してダメージが 50%アップします。 

 

【注意事項】 

※イベント期間中、バフ効果として「神獣キラー」「動物キラー」「植物キラー」が付加されます。 

※モンスター攻撃時に最終ダメージが原則50%増加します。 

※代表的な神獣系モンスター  

⇒ メデューサ、キマイラなど 

※代表的な動物系モンスター 

⇒ キラーウルフ、ビートル、ブラックフライ、ポイズントード、ヒュージスパイダ―、ボーパルバニーなど 

※代表的な植物系モンスター 

⇒ ドライフラワー、ヴィーナスマントラップなど。 

 



 

 

 

なんと最大なんと最大なんと最大なんと最大8888 倍！？倍！？倍！？倍！？    ミッション報酬ミッション報酬ミッション報酬ミッション報酬XXXX 倍キャンペーン開催倍キャンペーン開催倍キャンペーン開催倍キャンペーン開催    

 
本日3月8日(火) 定期メンテナンス終了後から 3月15日(火) 定期メンテナンス開始前までの期間中、

様々なダンジョンのミッション報酬が増加する「ミッション報酬×倍キャンペーン」を開催いたします。 

 

一部のダンジョンでは、最新ダンジョンのミッション報酬にも劣らない報酬倍率となっております。 

この機会を利用して、さらなる力を手に入れよう！ 

 

報酬倍率報酬倍率報酬倍率報酬倍率    ダンジョン名ダンジョン名ダンジョン名ダンジョン名    

3 倍 狂王の試練場 

4 倍 狂気の館 

5 倍 イルヴァンボーレ鉱山 バビリム空中庭園（前・後篇） 

6 倍 昏き揺らぎの地 ミスカトニック大学分校 

7 倍 

ロットハーディーの廃墟 蒼の洞窟 

サンジェント遺跡 暗澹たる円卓 

13 号施設 荒廃の廓 

ロサワルド水没砦 降偉の祭儀場跡 

8 倍 

愛欲と淫虐の館 混沌のシュトラーゼ 

チコル城址 カオカ・パラージ遺跡 

旧地下水路 忘却の寺院 

アリア川貯水窟 黄龍の神殿跡 

デルティス大蔵室 カリグラーゼ下水道 

 

  



 

 

「ちょっといいもの」が「すごくいいもの」になります！「ちょっといいもの」が「すごくいいもの」になります！「ちょっといいもの」が「すごくいいもの」になります！「ちょっといいもの」が「すごくいいもの」になります！    

 
本日3 月8 日(火) 定期メンテナンス終了後から 4 月6 日(水) 定期メンテナンス開始前までの期間限定

で、毎日1回イベント案内人「ミリオ」から受け取れる、「ちょっといいもの」のラインナップを更新いたします。

期間中は「ちょっといいもの」が「すごくいいもの」に変わります。 

 

Master 品質のエンチャントスクロールが手に入る「光り輝くスクロール」のほか、特定の種族に対して最 

終ダメージが増加する「○○の指南書」など、豪華なラインナップとなっております。 

 

あなたはどんな「すごくいいもの」を手に入れたいですか？ 

1 日1 回の運試し。ぜひ毎日「すごくいいもの」を手に入れて、日々の迷宮探索にお役立てください。 

 

レッドポーション【ＣＰ】×3 高級レッドポーション【ＣＰ】×2 ラッキーコイン×2 

鍛錬費用半額チケット【ＣＰ】 最高級レッドポーション【ＣＰ】×2 高級ブルーポーション【ＣＰ】×2 

癒しの香【ＣＰ】×2 心魂獲得の秘伝書（60 分）【ＣＰ】 金運招来の秘伝書（60 分）【ＣＰ】 

天賦開花の秘伝書（60 分）【ＣＰ】 ただのスクロール 高級万能剥離剤【ＣＰ】 

最高級ロイヤル武器鍛錬石【ＣＰ】 

×2 

最高級ロイヤル防具鍛錬石【ＣＰ】 

×2 

最高級ロイヤル装飾鍛錬石【ＣＰ】 

×2 

良品質のスクロール 黄泉送りの指南書 亜人殺しの指南書 

元素砕きの指南書 不死殺しの指南書 獣殺しの指南書 

樹根殺しの指南書 獣人殺しの指南書 悪魔祓いの指南書 

神獣殺しの指南書 龍殺しの指南書 精霊殺しの指南書 

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】 

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】 

鍛錬費用無料チケット【ＣＰ】 経験の秘薬 ソウル・リベレーター 

光り輝くスクロール パートナースフィア【討伐】 経験会得の絶技書（60 分）【ＣＰ】 

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 



 

 

＜＜＜＜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。 

 

『『『『WizaWizaWizaWizardry Onlinerdry Onlinerdry Onlinerdry 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 

  

    


