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ダンジョン探索ログ RPG『Wizardry Schema（ウィザードリィ スキーマ）』Android 版  

いよいよ始動！ サービス開始を記念したキャンペーンを 10 種同時開催 

 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、本日 8 月 22 日（月）スマートフォン向けアプリ『Wizardry 
Schema（ウィザードリィ スキーマ）』Android 版のサービスを開始することをお知らせいたします。 
 

『Wizardry Schema』Android 版 ついに始動！ 

 
30 年以上の歴史を持つ、コンピューターRPG の始祖「Wizardry（ウィザードリィ）」のスマートフォンアプリ

『Wizardry Schema（ウィザードリィ スキーマ）』の iOS 版に続き、本日 8 月 22 日（月）ついに
Android 版が登場いたします。 

 
スマートフォンアプリ『Wizardry Schema（ウィザードリィ スキーマ）』とは、中世風ファンタジーRPG の王

道的な雰囲気に、今風の要素も取り入れている、これまでの「Wizardry」にはないプレイスタイルで楽しめる本
格派ロールプレイングゲームです。 

簡単だけど奥が深い！ 濃厚なストーリーをサクサク楽しみつつ、キャラクター育成やアイテムコレクションなどの
やり込み要素もしっかりと追求できる本格ダンジョン探索ログ RPG となっています。 
 多彩な冒険者たちを率いて、さまざまなダンジョンを探索！ あなた⾃⾝が「村⻑」になる村を、あなたの⼿で
発展させていきましょう。 



 

Android 版のサービス開始を記念し、本日より「スタートダッシュ 10 大キャンペーン」を開催いたします。 
 ぜひ残りの夏は『Wizardry Schema』をお楽しみください。 
 

『Wizardry Schema』Android 版は下記 URL よりダウンロードをお願いいたします。 
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.wizardryschema 

 
 

Android 版サービス開始記念 
スタートダッシュ 10 大キャンペーン開催！ 

 

 本日 8 月 22 日（月）から 9 月 8 日（木）メンテナンス開始前までの期間中、Android 版サービス開始
記念「10 大スタートダッシュキャンペーン」を開催いたします。 
 今しか参加できないお得なキャンペーンばかり！ 
 ぜひ、キャンペーンに参加して、素晴らしいスタートダッシュを切ってください。 
 
その 1 今だけ！ レア冒険者の割合が 2 倍！ 
期間中、「冒険者ハント」からの Lv20 と Lv50 の冒険者の出現率が 2 倍にアップします。「冒険者ハント」とは
強⼒な冒険者を獲得できるガチャです。 
期間中はあなたの村を、パーティを常夏⾊に染め上げる、⽔着の美⼥たちが 4 名登場中！ 
ぜひ彼⼥たちを仲間に加え、夏の思い出の 1 ページを作ってみませんか。 

 



 

常夏のクリステラ★ 

 
常夏のテレジア★ 

 
  



 

常夏のイブ★ 

 
常夏のララ★ 

 
 
その 2 今だけ！「さよなら、村⻑」冒険者割合 2 倍！ 
「冒険者ハント」で入⼿できる冒険者などで、あなたの好みではない冒険者が村に訪れてしまった場合、「独⽴」
をさせることで、特典ラインアップの中から 1 種特典を受け取ることができます。 
期間中は、特典ラインナップ内のレア冒険者が得られる割合が 2 倍！ 
お得なこの期間をお⾒逃しなく！ 
※「さよなら、村⻑」のラインナップについてはアプリ内の「さよなら、村⻑」特典ラインナップをご覧ください。 



 

その 3 RG チャージして、レア冒険者ゲット！ 
『Wizardry Schema』では冒険の時間を短縮したり、得られる経験値を増やしたりできるなど、さまざまな便
利なアイテムを「ロイヤルショップ」で購入する際に利⽤する「ロイヤルゴールド（ＲＧ）」を販売しています。 
期間中、この「RG」をチャージしていただくと、チャージ額に応じてレア冒険者を 9 月 8 日（木）のメンテナンス
時にプレゼントいたします。 
 
■期間中に合計 500 RG 以上をチャージして、冒険者「テレジア★」を⼿に入れよう！ 

テレジア★ 

 

■ 期間中に合計 1,000 RG 以上をチャージして、さらに冒険者「クリステラ★」を⼿に入れよう！ 
クリステラ★ 

 

■注意事項 
※9 月 8 日(木) のメンテナンス時に、対象となる方に冒険者を配布いたします。 
※1,000 以上の購入分 RG をご利⽤いただいた方には、冒険者「テレジア★」と「クリステラ★」の両方をお
贈りいたします。 
 



 

その 4 RG を使って、さらにボーナス RG をゲットしよう！ 
冒険者ハントやロイヤルショップでご利⽤いただける「RG」は、キャンペーンでお送りする無料配布分と、チャージ
した際に追加される購入分の 2 種類に分かれています。 
期間中、このうち「購入分の RG」をご利⽤いただいた方には、9 月 8 日（木）のメンテナンス時にボーナス RG
をプレゼントいたします。 

期間中に、300RG をご利⽤いただいた場合 30RG 
期間中に、500RG をご利⽤いただいだ場合 50RG 

期間中に、1000RG をご利⽤いただいた場合 100RG 
ぜひこの機会にロイヤルショップなどをご利⽤いただき、お得にボーナス RG をお受け取りください！ 
■注意事項 
※RG をご利⽤の際には、有料 RG が優先して消費されます。 
※購入分、無料分の RG 内訳は、ロイヤルショップの RG 購入画面でご確認いただけます。 
 
その 5 曜日ダンジョン制覇で便利アイテムをゲット！ 
曜日に応じて、さまざまなアイテムを⼿に入れることのできる「曜日ダンジョン」。 
期間中、この曜日ダンジョンを制覇するクエストの報酬に、冒険時間を短縮できる「時短の書」をはじめとした便
利なアイテムを追加いたします。 
曜日ダンジョンに挑戦し、便利アイテムをぜひお受け取りください。 
 
その 6 時限ダンジョン制覇で、お得な便利アイテムをゲット！ 
時限ダンジョンとは、ドラゴン、ゴースト、デーモンなど「Wizardry」ならではの特徴ある怪異がピックアップされた、
1 日の限られた時間のみ入場できるダンジョンです。 
期間中、この時限ダンジョンの各種レベル 1 を制覇すると、冒険に役⽴つ便利なアイテムを受け取ることができ
るクエストを配信したします。挑戦しなきゃ損。ぜひ、チェックしてみてください。 
 
その 7 冒険者「キャンディ」を仲間にしよう！ 
期間中にメインストーリー【序章】「（4）冒険者ギルド設⽴」をクリアすると、⼀⾒頼りにならなそうで、実はとて
も頼りになる盗賊の冒険者「キャンディ★」があなたの村にやってきます。 
Lv50 で村を訪れる彼⼥は、村⻑を目指すあなたの助けになること間違いなし。頑張り屋の盗賊の少⼥「キャ
ンディ」を仲間にして、冒険をお楽しみください。 



 

 

 
その 8 メイキング冒険者を Lv50 まで育てて、RG をゲット！ 
『Wizardry Schema』では、冒険者ハントにより強⼒な冒険者を村に迎え入れることもできますが、個性あふ
れる冒険者を村⻑である、あなた⾃らメイキングすることもできます。 
種族や遺伝特性、そして「Wizardry」ならでは（？）の『満足いく数字が出るまで繰り返すことのできるボーナ
スポイント』を設定して、⾃分好みの冒険者も育ててみましょう！ 
 
9 月 8 日(木) のメンテナンス開始時にメイキングした冒険者のレベルが 50 以上になっている村⻑の皆さまに
は、9 月 8 日(木) に「50RG」をプレゼント！お得に「RG」を⼿に入れて、更なる村の発展に繋げていきましょ
う！ 
 
その 9 期間限定増量！便利なお品が今なら！ 
『Wizardry Schema』には、パーティの冒険時間を短縮する「時短の書」、入⼿経験値量を増加させる「経
験値 3 倍」、そしてお宝アイテムを⼿に入れる確率が上昇する「レア確率 3 倍」などの便利なアイテムが多く存
在しています。 
期間中、「ロイヤルショップ」でご購入いただけるこれらのアイテムの個数を増量！いつもよりお得に便利なアイテ
ムを入⼿できるようになっています。 
便利なアイテムを⼿に入れて、他の村⻑よりも⼀歩先を進んでみませんか？ぜひご利⽤ください。 
 
その 10 毎日ログインして、ボーナス RG をゲットしよう！ 
期間中、Android 版の配信を記念して、毎日ログインするだけで！ 「10RG」をプレゼント！ 
冒険者ハントから便利なアイテムまで、さまざまな⽤途にご利⽤いただける「RG」を毎日ログインしてお受け取り
ください！ 
 

 

 



 

『Wizardry Schema（ウィザードリィ スキーマ）』とは 

操作は簡単！あなたは、連れて⾏く冒険者と⾏き先を決めるだけ！ 

冒険中に発生した戦闘やイベントは、あとからビジュアル付きのログで確認ができます。 

濃厚なストーリーをサクサク楽しみつつ、キャラクター育成やアイテムコレクションなどの 

やり込み要素もしっかり追求できる本格ダンジョン探索型ログ RPG となっています。 

ぐっと⾝近になった『Wizardry Schema』の世界を堪能しましょう！ 

 

POINT 

◆本格ダンジョン探索型ログ RPG 

スキマの時間に冒険者を選び、⾏動の指⽰を出します。すると…いつの間にか冒険者が帰還！ 

あとから冒険中に発生した戦闘やイベントを、ビジュアル付きのログで確認できます。 

   
◆多種多様なキャラクター作成と育成 そして「最強」が目指せる転職システム 

キャラクターとして選べる種族は最大 10 種類。選択できる職業は 16 種類！ 

それに加え、性別・アライメントなど…組み合わせはなんと 5000 通り以上も存在します。 

もちろん Wizardry 伝統の「転職」もあり。前職のスキルを継承できるので、すべての職業スキルを覚えた最強の冒険者を

目指すことも可能です。 

あなただけの冒険者、パーティを目指しましょう。 

   



 

◆拾ったお宝の価値は鑑定で明らかに！シリーズ最大のコレクション要素 

ダンジョンでモンスターを倒したり、宝箱を開けると、様々なアイテムを⼿に入れることができます。 

最初はどんなアイテムかわかりませんが、鑑定するとアイテムの名前や能⼒が明らかに！ 

⼿に入れたアイテムに「エンチャント」で特殊効果をつけたり、「鍛錬」で性能値を上げる楽しみもあります。 

また、アイテムの収集はもちろん、モンスター図鑑や書物など、いくつものコレクション要素が⽤意されており、その数はシリーズ

最大！とんでもないお宝を目指してダンジョンに今すぐ旅⽴ちましょう。 

   

 

＜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 Schema』公式サイトは下記 URL よりご確認ください 

http://www.wiz-s.jp/ 

 

 

 “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 

■SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記- 

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

 

 
 


