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『Wizardry Online』 “ゲスい”アイアンヘルム……!? 新エンチャントスクロール登場！ 

さらに⻩⾦週間を目前に控え、豪華報酬目⽩押しの「特務ミッション」、強敵揃いの「M.A.C 

Hyper Mode」などが登場  併せて追加された新アイテムも⾒逃せない！ 

 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 代表取締役社⻑：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、4 月 26 日
（火）の定期メンテナンスにてアップデートを⾏います。 
 
 

M.A.C に「Hyper Mode」登場！報酬ラインナップ更新！ 

 

 

本日 4 月 26 日（火）定期メンテナンスにて「M.A.C モンスター強化週間」に新たな難易度「Hyper 
Mode」を実装いたします。 

「Hyper Mode」の登場に併せて M.A.C のラインナップの変更を⾏い、新しい装備がラインナップに登場。そ
の他、「キラーソウル【人型】」のような特定の種族に対して効果を得られるアイテムなども追加いたします。 

また既存のラインナップの交換レートも調整します。 



 

 
新規ラインナップ 

ポイント数 アイテム名 ポイント数 アイテム名 
220,000 守護のリング 

2,000 

キラーソウル【人型】 

100,000 
ラッシュネックレス キラーソウル【亜人】 
ウィットネックレス キラーソウル【物質】 

350,000 
不撓の⼼得 キラーソウル【不死】 
救済の⼼得 キラーソウル【獣】 

260,000 

赤紋章のベルト キラーソウル【植物】 
⻘紋章のベルト キラーソウル【獣人】 
緑紋章のベルト キラーソウル【悪魔】 
⻩紋章のベルト キラーソウル【神獣】 

70,000 
ソケット移植素材ランク２４ キラーソウル【龍】 

ジェム合成素材Ｌｖ５ キラーソウル【精霊】 
交換レート調整 

ポイント数 アイテム名 ポイント数 アイテム名 
14,000 

↓ 
8,000 

ソケット移植素材ランク１４ 
47,000 

↓ 
29,000 

ソケット移植素材ランク２０ 

19,000 
↓ 

10,000 
ソケット移植素材ランク１５ 

56,000 
↓ 

36,000 
ソケット移植素材ランク２１ 

24,000 
↓ 

12,000 
ソケット移植素材ランク１６ 

67,000 
↓ 

45,000 
ソケット移植素材ランク２２ 

28,000 
↓ 

15,000 
ソケット移植素材ランク１７ 

80,000 
↓ 

56,000 
ソケット移植素材ランク２３ 

33,000 
↓ 

19,000 
ソケット移植素材ランク１８ 

60,000 
↓ 

35,000 
ジェム合成素材Ｌｖ３ 

40,000 
↓ 

23,000 
ソケット移植素材ランク１９ 

70,000 
↓ 

50,000 
ジェム合成素材Ｌｖ４ 

 
また、「Ｍ.Ａ.Ｃポイント交換 ラーテ」「訓練所出張員 モルテザ」から報酬アイテムを交換する際のＵＩ表

⽰を調整し、装備品と消耗品を選択して交換するよう変更いたします。 
「Hyper Mode」には「M.A.C 01」、「M.A.C 02」、「M.A.C 03」の 3 つがあり、どれも既存の難易度より

もモンスターが強化されています。 
その分クリア時に獲得できるポイントも多くなっていますので、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか！ 



 

■UI 変更後 

 
※「Hyper Mode」は期間限定ではなく、常設となります。 

 
 

特務をこなし、豪華報酬をその手に掴もう！ 「冒険者ギルドの特務ミッション」開始 

 

 本日 4 月 26 日（火）定期メンテナンス終了後から 5 月 10 日（火）定期メンテナンス開始前までの期
間中、以下の町に冒険者ギルド特務交付員が登場します。 
 

【港町イルファーロ】 【レーヴェンアンタイル】 
英雄の集う広場 (G-7) 

闇を受け⼊れた者達の路地 (H-5) 
夕闇の交わる宿場町（G-3） 

 
冒険者ギルド特務交付員から期間限定で受注できる特別なミッションの報酬には、最新ダンジョンで稀にし

か⼊手できないソウルパートナーカードが登場する新スフィア「パートナースフィア【絆】」や、強⼒な各種ジェムの
破片など、豪華報酬が目白押しとなっております。 

そしてなんと！ 最新ダンジョン「シャーデの迷宮」で⼊手できるレア装備が登場する「漆⿊のスフィア」を先⾏
実装いたします。 

報酬は豪華ですが、⽴ちはだかるモンスターも強敵揃い！ ミッションをクリアしてレアアイテムをゲットしよう！ 
  



 

冒険者ギルド特務交付員 

 
 
 

“ゲスい”アイアンヘルム……!? 「エンチャントスフィア」ラインナップ更新！ 

 

本日 4 月 26 日（火）定期メンテナンス終了後から 5 月 24 日（火）定期メンテナンス開始前までの期
間中、「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。「スクロール【一意専念】」「スクロール
【元素掌握】」に変わり 2 つの新たなスクロールが登場いたします。 
  



 

 
■ 新たに登場する２つのスクロール 
レアアイテムとして 「スクロール【ゲス】」「スクロール【幾層積重】」 が登場します。 

  
■ 新スクロールの⼀部能⼒について 
・スクロール【ゲス】 
 「ゲス」は、対象のＨＰが一定値以下、または状態異常時に物理・魔法与ダメージが上昇します。 
 
・スクロール【幾層積重】 
 「通常攻撃時固定ダメージ追加」は、通常攻撃時に追加で固定与ダメージが発生します。 
 ※弓・銃の攻撃に固定与ダメージは発生しません。 
 
新たに登場したエンチャントスクロールを手に⼊れ、自身の武具をさらに強化しましょう。 
 
【注意事項】 
※「スクロール【ゲス】」「スクロール【幾層積重】」登場後は、 
  「スクロール【一意専念】」「スクロール【元素掌握】」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 

 

エンチャントスフィアについてはこちらをご確認ください 
http://www.wizardry-online.jp/event/enchantsphere/ 

 

 



 

エンチャントスフィアを使っておまけアイテムをゲット！ 「エンチャントスフィアキャンペーン」開催 

 

本日 4 月 26 日（火）定期メンテナンス終了後から 5 月 24 日（火）定期メンテナンス開始前までの期
間中、エンチャントスフィアを使うとポイントがたまっておまけスクロールも手に⼊る「エンチャントスフィアキャンペーン」
を開催いたします。 
 

期間中、「エンチャントスフィア」を使用すると３ポイントを⼊手することができ、⼊手したポイントで各種
エンチャントスクロールやお得なアイテムなどと交換できます。 
 

新登場のエンチャントスクロールを⼊手しつつ、得たポイントでおまけアイテムも手に⼊れましょう。 
 
■ 交換できるアイテム一覧 

アイテム 交換ポイント アイテム 交換ポイント 
マスタースクロール 80 スクロール【英知】 40 

スクロール【痛覚転換】 80 スクロール【祈祷】 40 
スクロール【剛⼒】 40 スクロール【運命】 40 
スクロール【屈強】 40 ただのスクロール 1 
スクロール【絶技】 40 良品質のスクロール 5 
スクロール【消影】 40 光り輝くスクロール 25 

 
【注意事項】 
※本キャンペーン開始以前に⼊手した「エンチャントスフィア」を使用しても、キャンペーン対象としてカウント
されます。 
※「エンチャントスフィア」を使用すると、3 ポイント⼊手できます。 
  例) エンチャントスフィアを 27 個使用すると 81 ポイントを⼊手でき、80 ポイントで「マスタースクロ
ール」と交換できます。 
※イベント案内人「ミリオ」からお受け取りになれます。 
※受取期限は、2016 年 5 月 31 日（火）定期メンテナンス開始前までです。 
※本キャンペーンで⼊手できる「スクロール【痛覚転換】」は、今後ゲーム内でも⼊手できるようになります。 



 

「強化保護石を使うと、盛り返し」キャンペーン開催！ 

 

本日 4 月 26 日（火）定期メンテナンス終了後から 5 月 10 日（火）定期メンテナンス開始前までの期
間中、「強化保護石を使うと、盛り返しキャンペーン」を開催いたします。 
 

期間中、「強化保護石」の使用で１ポイント、「バッジスの強化保護石」の使用で３ポイントを⼊手で
き、その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することができます。 
 

「強化保護石」を使って武具を強化しつつ、そのお返しも“盛りっ”と手に⼊れましょう！ 
 
■ 交換できるアイテム一覧 

アイテム 交換ポイント 
ハーサント武器鍛錬石 WP-G1【ＣＰ】ｘ２ 8 
ハーサント防具鍛錬石 AR-G1【ＣＰ】ｘ２ 6 
ハーサント装飾鍛錬石 AC-G1【ＣＰ】ｘ２ 4 

特級ロイヤル武器鍛錬石【ＣＰ】ｘ２ 4 
特級ロイヤル防具鍛錬石【ＣＰ】ｘ２ 3 
特級ロイヤル装飾鍛錬石【ＣＰ】ｘ２ 2 
鍛錬費用無料チケット【ＣＰ】ｘ２ 1 

 
 
■ハーサント鍛錬石 

 
  



 

ハーサント連邦の技術⼒によって作られた鍛錬石の効果はディメントのそれよりも⾼く、その効果は特級ロ
イヤル鍛錬石をも上回ります。 
※ハーサント鍛錬石の効果は特級ロイヤル鍛錬石より⾼く、鍛錬石 Lv5 には及びません。 
 
【注意事項】 
※本キャンペーン開始以前に⼊手した「強化保護石」「バッジスの強化保護石」を使用した鍛錬でも、 
 キャンペーン対象としてカウントされます。 
※「強化保護石」を使用した鍛錬で１ポイント、「バッジスの強化保護石」を使用した鍛錬で３ポイントが
⼊手できます。 
※「レントンの強化保護石」「ガルシアの強化保護石」を使用しても、ポイントは⼊手できません。 
※イベント案内人「ミリオ」からお受け取りになれます。 
※受取期限は、2016 年 5 月 17 日（火）定期メンテナンス開始前までです。 

 
 

⻩⾦週間スペシャルキャンペーン なんと最大 8 倍！？ ミッション報酬×倍キャンペーン開催！ 

 

本日 4 月 26 日（火）定期メンテナンス終了後から 5 月 10 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 X 倍キャンペーン」を開催いたします。 

倍率 ダンジョン名 
３倍 シャーデの迷宮 
４倍 深淵の迷宮 / 狂王の試練場 
５倍 狂気の館 / イルヴァンボーレ鉱山 
６倍 バビリム空中庭園（前・後篇） / 昏き揺らぎの地 / ミスカトニック大学分校 

 
７倍 

蒼の洞窟 / ロットハーディの廃墟 / 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 / ⻩龍の神殿跡 
デルティス大蔵室 / カリグラーゼ下水道 



 

⻩⾦週間スペシャルキャンペーン！「アイテムドロップ率 30%アップ」期間スタート！ 

 

本日 4 月 26 日（火）定期メンテナンス終了後から 5 月 10 日（火）定期メンテナンス開始前までの期
間中、モンスターを倒した際のアイテムドロップ率が通常の 30%アップするお得なキャンペーンを開催いたしま
す。 

この期間にたくさんのモンスターを討伐して、レアアイテムを収集しよう！ 
 
 

⻩⾦週間スペシャルキャンペーン！大きな宝箱が……もっと出てきます！巨大宝箱出現率 2 倍！  

 

本日 4 月 26 日（火）定期メンテナンス終了後から 5 月 10 日（火）定期メンテナンス開始前までの期
間中、モンスターを倒した際の巨大宝箱出現率が通常の 2 倍にアップいたします。レアアイテムの収集を⾏うな
ら今がチャンスです。 

ダンジョンに挑戦してレアアイテムを手に⼊れよう！ 
 

 

  



 

「ユークリッドの無限回廊」「ユークリッドの時限回廊」……内部に構造変化の兆し 

 

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」、
および「時限回廊」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。 
変化した迷宮に挑まれる際は、くれぐれもお気をつけください。  



 

＜Wizardry 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、キャラクターの成⻑・・・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 Online』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. 
 



 

■GMO 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、GMO 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/ ） 

【PC】 

■Wizardry Online 

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

■Wizardry Online †LIBERAL† 

http://liberal.wizardry-online.jp/ 

■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/ 

 

【PC ブラウザ】  

■Livly Island COR 

http://www.livly.com/ 

■戦国武将姫 MURAMASA 乱 

http://www.nijiyome.com/app/top/264 

【スマートフォン】  

■姫王と最後の騎士団 

http://www.himeo.gamepot.co.jp/ 

■Wizardry Schema 

http://www.wiz-s.jp 

 
 


