
 

 

平成24 年4 月5 日 

各位 

会社名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/ ） 

 

『『『『メビウスオンラインメビウスオンラインメビウスオンラインメビウスオンライン』』』』    「「「「1111 周年記念周年記念周年記念周年記念アップデートアップデートアップデートアップデート」」」」実装実装実装実装！！！！    新武器新武器新武器新武器ややややアニバーサリーアニバーサリーアニバーサリーアニバーサリー    

限定限定限定限定アバターなどアバターなどアバターなどアバターなど新要素新要素新要素新要素がががが満載満載満載満載！！！！    

オンラインゲームの開発・運営を行う株式会社ゲームポット（東京都品川区、代表取締役社長：植田

修平、以下ゲームポット）は、Windows®用チーム連携型オンラインアクションゲーム『メビウスオンラ

イン』において、本日4 月5 日（木）定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

 

1111 周年周年周年周年をおをおをおをお祝祝祝祝いしよういしよういしよういしよう！！！！！！！！    

本日4月5 日（木）定期メンテナンス終了後より、「1 周年記念アップデート」を実装いたします。本ア

ップデートでは、新対戦ステージや新武器、新エモーションなどの新要素が満載！ みんなで『メビウ

スオンライン』の 1 周年をお祝いしよう！ ぜひお楽しみください。  

    

≪≪≪≪「「「「1111 周年記念周年記念周年記念周年記念アップデートアップデートアップデートアップデート」」」」実装内容実装内容実装内容実装内容≫≫≫≫    

■■■■いつものロビーがいつものロビーがいつものロビーがいつものロビーが戦場戦場戦場戦場にににに！？！？！？！？新対戦新対戦新対戦新対戦ステージステージステージステージ「「「「シンボルシンボルシンボルシンボル戦戦戦戦    妖精機関妖精機関妖精機関妖精機関((((昼昼昼昼))))」」」」登場登場登場登場！！！！    

新たな対戦ステージ「シンボル戦 妖精機関(昼)」を追加いたします。 

憩いの場であった妖精機関が、戦場へと変貌を遂げる！？ 

  
 

■■■■4444 種類種類種類種類のののの武器武器武器武器がががが新登場新登場新登場新登場！！！！ 

刀「アオヤガラ」、槍「ウィペット」、棍棒「アッシュ」、拳銃「グロック17」の 4種類の新たな武器を追加い

たします。新しい武器を持って戦場へ出かけよう！ 

 

  



 

 

  
 

■■■■新衣装新衣装新衣装新衣装、、、、新新新新エモーションエモーションエモーションエモーション登場登場登場登場！！！！    

1 周年限定衣装・エモーションに加え、入学シーズンにふさわしい衣装が新登場！ 

ド派手なエモーションと新しい服で 1 周年をお祝いしよう！ 

「ぬいぐるみクマ」 「パレード衣装」 

  
「女性 学童服」 「男性 学童服」 

  
「園児服」 「限定エモーション『1st アニバーサリー』」 

  

■■■■髪型髪型髪型髪型・フェイスタイプも・フェイスタイプも・フェイスタイプも・フェイスタイプも新登場新登場新登場新登場！！！！    

髪型を各体型に 1 種類ずつ、フェイスタイプを各体型に 3 種類ずつ追加いたします。 

「フェイスチェンジ券」を購入・使用する事で選択できます。 



 

 

  

  

各種各種各種各種キャンペーンやイベントもキャンペーンやイベントもキャンペーンやイベントもキャンペーンやイベントも目白押目白押目白押目白押しししし！！！！    

本日4月5日（木）定期メンテナンス終了後より、限定アイテム「のせもの アニバーサリー鞘」が合

成できる「メビウス1周年記念！ 合成でアニバーサリー鞘を作っちゃおう！」イベントや、スコア50％

アップイベント、フェイスチェンジ券、ボディチェンジ券半額セールなど、様々なキャンペーンやイベン

トを開催いたします。  

『メビウスオンライン』をプレイするならアニバーサリー期間の今がチャンス！ お見逃しなく！ 

 

≪≪≪≪開催開催開催開催キャンペーン・イベントキャンペーン・イベントキャンペーン・イベントキャンペーン・イベント一覧一覧一覧一覧≫≫≫≫    

（（（（1111））））メビウスメビウスメビウスメビウス 1111 周年記念周年記念周年記念周年記念！！！！合成合成合成合成でアニバーサリーでアニバーサリーでアニバーサリーでアニバーサリー鞘鞘鞘鞘をををを作作作作っちゃおうっちゃおうっちゃおうっちゃおう！！！！    

人気NPC を模したアバターを作ろう！ 

【開催期間】 

 4 月5 日（木）定期メンテナンス終了後 ～ 5 月10 日（木）定期メンテナンス開始前 

【開催内容】 

 アニバーサリー期間限定で、「のせもの アニバーサリー鞘」が合成できるようにな

ります。 

 

 

（（（（2222））））メビウスメビウスメビウスメビウス 1111 周年記念周年記念周年記念周年記念！！！！連続連続連続連続ブーストイベントブーストイベントブーストイベントブーストイベント第第第第1111 弾弾弾弾「「「「スコアスコアスコアスコア 50505050％％％％アップアップアップアップ」！」！」！」！ 

4週連続ブーストイベント第1弾！獲得スコア 50％アップ！ 

【開催期間】 

 4 月5 日（木）定期メンテナンス終了後 ～ 4 月12日（木）定期メンテナンス開始前 

【開催内容】 

 ステージ終了後の獲得スコアが 50％アップ！ お得な期間をお見逃しなく！ 

    

    



 

 

    

（（（（3333））））過去過去過去過去ののののレアレアレアレア衣装衣装衣装衣装がががが再登場再登場再登場再登場！！！！

 
1 周年の軌跡を体感しよう！期間限定衣装が再登場！    

【開催期間】 

 4 月5 日（木）定期メンテナンス終了後 ～ 5 月10 日（木）定期メンテナンス開始前 

【開催内容】 

 過去に期間限定で登場した衣装が一挙に再登場！ 欲しかった衣装を手に入れるチャンス！ 

（（（（4444））））フェイスチェンジフェイスチェンジフェイスチェンジフェイスチェンジ券券券券・ボディチェンジ・ボディチェンジ・ボディチェンジ・ボディチェンジ券半額券半額券半額券半額セールセールセールセール 

新髪型・新フェイスタイプ登場記念！ 

【開催期間】 

 4 月5 日（木）定期メンテナンス終了後 ～ 5 月10 日（木）定期メンテナンス開始前 

【開催内容】 

 顔や髪型が変えられる「フェイスチェンジ券」、体型や身長を変えられる「ボディチェンジ券」が 

 期間限定で半額に！ この機会に新髪型・新フェイスタイプにイメージチェンジしよう！ 

（（（（5555）『）『）『）『メビウスオンラインメビウスオンラインメビウスオンラインメビウスオンライン』』』』をををを始始始始めるならめるならめるならめるなら今今今今がおがおがおがお得得得得！！！！新規登録新規登録新規登録新規登録キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン開催開催開催開催！！！！    

『メビウスオンライン』を始めるなら今！ もれなくアバターやMCP が貰えるお得なキャンペーン開

催！ 

【開催期間】 

 4 月5 日（木）定期メンテナンス終了後 ～ 5 月10 日（木）定期メンテナンス開始前 

【開催内容】 

期間中新規登録して『メビウスオンライン』を始めると、もれなくアバター

「のせもの 初心者マーク」や 50MCP（500円相当）をプレゼント！ 

 

 

 

 



 

 

 

合成合成合成合成アイテムがアイテムがアイテムがアイテムが続続続続々々々々登場登場登場登場！！！！    

今回のアップデートにて、新しく登場する武器「グロッグ 17」や、1 周年記念限定アバター「のせもの 

アニバーサリー鞘」、敵「ヒトガタコマンダー」になりきれるアバターなど様々な合成アイテムを追加い

たします。  

様々なアバターを組み合わせれば個性の幅が広がります！ ぜひチェックしてみてください。 

「のせものアニバーサリー鞘」 「ヒトガタコマンダー」 

  

    

期間限定期間限定期間限定期間限定ステージをおステージをおステージをおステージをお見逃見逃見逃見逃しなくしなくしなくしなく！！！！    

本日 4 月 5 日（木）定期メンテナンス終了後より、「クリスの対魔訓練」や「ハンドガンバトル改」など

の期間限定ステージを公開いたします。 アニバーサリー期間が盛り上がること間違いなしのステー

ジラインナップとなっておりますので、ぜひこの機会に新たなステージに挑戦してみてください！ 

 

≪≪≪≪公開公開公開公開ステージステージステージステージ一覧一覧一覧一覧≫≫≫≫ 

 

（（（（1111））））アニバーサリーアニバーサリーアニバーサリーアニバーサリー記念記念記念記念！！！！大人気大人気大人気大人気ステージステージステージステージ「「「「クリスのクリスのクリスのクリスの対魔訓練対魔訓練対魔訓練対魔訓練」」」」をををを 1111 カカカカ月解禁月解禁月解禁月解禁！！！！    

【公開ステージ】 

「クリスの対魔訓練」 

【公開期間】 

4 月5 日(木)メンテナンス後～5 月2日(水)メンテナンス前の期間中、下記の時間帯のみ 

プレイ可能です。 

 

・09:00 ～ 10:00 

・15:00 ～ 16:00 

・21:00 ～ 22:00 

・00:00 ～ 01:00 

・05:00 ～ 06:00 

 

（（（（2222））））特殊特殊特殊特殊ルールのルールのルールのルールの対戦対戦対戦対戦ステージをステージをステージをステージを一挙公開一挙公開一挙公開一挙公開！！！！ 

ケードロのルールで遊ぶ変わった対戦ステージ「特殊対戦『檻籠』」や、ハンドガン限定の対戦ステー

ジ「ハンドガンバトル改」、うまに乗って戦う対戦ステージ「うまバトル」など、一風変わった対戦ステー

ジを一挙公開！ 



 

 

【公開ステージ】 

「コンテナ埠頭(朝)濃霧」 「15XX コンテナ埠頭(夕)」 

  
「うまバトル」 「ハンドガンバトル改」 

  
「特殊対戦『檻籠』」 

 

【公開期間】 

 4 月5 日(木)メンテナンス終了後 ～ 4 月12日(木)メンテナンス開始前 

 



 

 

『『『『メビウスオンラインメビウスオンラインメビウスオンラインメビウスオンライン』』』』とはとはとはとは    

『メビウスオンライン』とは、仲間たちと共に剣や弓、銃などの武器を

手にモンスターと戦うチーム連携型オンラインアクションゲーム。 

武器以外にも 60億通り以上のキャラクターカスタマイズや 700 種類

以上の衣装など、多彩なバリエーションが用意されており、思い通り

のプレイスタイルを追求することができます。 

個性的な仲間たちと共に、チーム連携型オンラインアクションをお楽

しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

        

©Gamepot Inc., All Rights Reserved. 



 

 

株式会社株式会社株式会社株式会社ゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについて    

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、現在、ソネット

エンタテインメント株式会社の連結子会社です。ゲームポットは、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下さい。（ 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    

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/    

CABAL ONLINE http://www.cabal.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/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

コンチェルトゲート フォルテ http://www.cgf.jp/ 

ブラウザ封神演義 http://buraho.jp/ 

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

アルテイルネット http://www.alteil.jp/ 

アヴァロンの鍵ONLINE http://www.avalon-online.jp/ 

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

THE SHOGUN http://www.theshogun.jp/ 

ソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲーム 

童話スピリッツ    http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/ 

狩りとも http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/ 

ミニチュアガーデン http://yahoo-mbga.jp/43086316/diary/823168547 

Alteil バトル RPG http://www.alteil.jp/mobile/ 

ネイビーウォーズ http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/ 

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

ワイルドレーシング MAX http://company.gamepot.co.jp/special/wrmax/ 

バトルゴルフ パンヤ http://company.gamepot.co.jp/special/battlegolfpangya/ 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

ゾンビハンターズ by 狩りとも http://company.gamepot.co.jp/special/zombie 

ラテール イリス物語 http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

特殊戦隊クロニクル http://tksc.docs.social-games.jp/support/gp_tksc/index.html 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ http://company.gamepot.co.jp/special/senki/ 

 


