
 

 

平成24 年3 月13 日 

各位 

会社名 株式会社ゲームポット 

（URL  http://www.gamepot.co.jp/  ） 

 

『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』』』』史上最大のアップデート史上最大のアップデート史上最大のアップデート史上最大のアップデート「ディメントの夜明け」「ディメントの夜明け」「ディメントの夜明け」「ディメントの夜明け」始動始動始動始動！！！！    

第一弾第一弾第一弾第一弾は待望のは待望のは待望のは待望のソウルランクソウルランクソウルランクソウルランク解放！解放！解放！解放！    

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、難攻不落の王道 RPG『Wizardry Online』において、本日 3 月 13 日（火）、

Wizardry Online 史上最大のアップデート『ディメントの夜明け』を発表いたします。また、アップデート第一

弾として、本日の定期メンテナンスにて待望のソウルランク解放などのアップデートを行います。 

 

Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online 史上最大の史上最大の史上最大の史上最大のアップデート「ディメントの夜明け」始動アップデート「ディメントの夜明け」始動アップデート「ディメントの夜明け」始動アップデート「ディメントの夜明け」始動！！！！    

    

本日 3 月 13 日（火）より大型アップデート「ディメントの夜明け」を開始いたします。「ディメントの夜明

け」では、オークションや賞金首システム、新ダンジョンの追加、ユニオン機能の拡張、新ワールドの解

放や既存ワールド構成の調整、多数のイベントなどを約 1 カ月半の短期間に集中して実施していきま

す。 

第一弾となる本日は、待望のソウルランクを 20 まで大解放！ さらに、多数の称号追加やシステムの

調整を行います。 

ついに始動した Wizardry Online 史上最大のアップデート「ディメントの夜明け」、是非ご期待ください！ 

 

 

Wizardry 史上最大のアップデート「ディメントの夜明け」特設サイト URL 

http://www.wizardry-online.jp/event/20120312dawnofdimento/index.html 

 

    

    

≪ソウルランク≪ソウルランク≪ソウルランク≪ソウルランク 13131313～～～～20202020 恩恵一覧≫恩恵一覧≫恩恵一覧≫恩恵一覧≫    

    

ソウルランクソウルランクソウルランクソウルランク    恩恵恩恵恩恵恩恵    

13 
ソウルマテリアル蓄積速度上昇権を取得（Ｌｖ３） 

ソウルマテリアル最大値上昇権を取得（Ｌｖ６） 

14 
スキル継承レベル＋５ 

 ・継承スロット４ 



 

 

 ・継承可能なスキルレベル合計２５ 

マイクローク拡張＋５スロット（累積＋１５） 

15 
ソウルマテリアル最大値上昇権を取得（Ｌｖ７） 

ステータスボーナスＡＬＬ＋１（累積＋３） 

16 

スキル継承スロット＋１ 

  ・継承スロット５ 

  ・継承可能なスキルレベル合計２５ 

 マイクローク拡張＋５スロット（累積＋２０） 

17 
ソウルマテリアル最大値上昇権を取得（Ｌｖ８） 

キャラクターレベル５０まで解放 

18 

スキル継承レベル＋５ 

  ・継承スロット５ 

  ・継承可能なスキルレベル合計３０ 

 ソウルマテリアル蓄積速度上昇権を取得（Ｌｖ４） 

19 

ソウルマテリアル最大値上昇権を取得（Ｌｖ９） 

ステータスボーナスＡＬＬ＋１（累積＋４） 

鑑定額１５％割引（累積６０％） 

20 

スキル継承レベル＋５ 

  ・継承スロット５ 

  ・継承可能なスキルレベル合計３５ 

 ソウルマテリアル最大値上昇権を取得（Ｌｖ１０）  

※ソウルランク恩恵は今後のアップデートで追加・修正される場合がございます。予めご了承ください。 

 

 

≪称号システム変更点≫≪称号システム変更点≫≪称号システム変更点≫≪称号システム変更点≫    

    

 ・称号に管理番号追加 

 ・称号の取得数・コンプリート率を表示 

 ・一部称号の取得条件を表示 

 ・未取得称号欄の非表示設定を可能に 

 ・新称号の追加 

 



 

 

ソウルランクアップイベント「魂の修練」開始！ソウルランクアップイベント「魂の修練」開始！ソウルランクアップイベント「魂の修練」開始！ソウルランクアップイベント「魂の修練」開始！    

    
本日 3 月 13 日（火）定期メンテナンス終了後から 3 月 27 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間

中、ソウルランクアップイベント「魂の修練」を開始いたします。 

本イベントでは、期間中に獲得したソウルポイントの 10％がイベント終了後に加算されます。 

また、イベント期間中に獲得したワールド全体のソウルポイント順位により、イベント終了後に加算さ

れるポイントにボーナスも！ 

ソウルランクアップのチャンス！ ぜひこの期間をご利用ください。 

    

【ワールド順位【ワールド順位【ワールド順位【ワールド順位    報酬一覧】報酬一覧】報酬一覧】報酬一覧】    

ワールド順位ワールド順位ワールド順位ワールド順位    加算ポイント加算ポイント加算ポイント加算ポイント、アイテム、アイテム、アイテム、アイテム    

1 位 
獲得割合に+5%のボーナス。 

→期間中に獲得したソウルポイントの 15%を、イベント終了後に加算 

2 位 
獲得割合に+3%のボーナス。 

→期間中に獲得したソウルポイントの 13%を、イベント終了後に加算 

3 位 
獲得割合に+1%のボーナス。 

→期間中に獲得したソウルポイントの 11%を、イベント終了後に加算 

4 位 

獲得割合にボーナスなし。 

→期間中に獲得したソウルポイントの 10%を、イベント終了後に加算。 

→さらに、経験会得の秘伝書(60分) 1個を入手。 

    

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】 

・追加獲得ソウルポイントの付与は、2012 年3 月27 日(火)定期メンテナンス時の予定です。 

・追加獲得ソウルポイントは、小数点以下切り上げとなります。 



 

 

 

ログインキャンペーンログインキャンペーンログインキャンペーンログインキャンペーン「ワールド称号を手に入れろ！」「ワールド称号を手に入れろ！」「ワールド称号を手に入れろ！」「ワールド称号を手に入れろ！」開催！開催！開催！開催！    

    
本日 3 月 13 日（火）定期メンテナンス終了後から 3 月 27 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間

中、ログインキャンペーン「ワールド称号を手に入れろ！」を開催いたします。 

本キャンペーンでは、ログイン回数に応じて様々なゲーム内アイテムを手に入れることができます。7

日以上ログインすると所属しているワールド名の特別称号をプレゼント！ ぜひご参加ください！ 

 

【プレゼントアイテム一覧】【プレゼントアイテム一覧】【プレゼントアイテム一覧】【プレゼントアイテム一覧】    

ログイン日数ログイン日数ログイン日数ログイン日数    入手アイテム入手アイテム入手アイテム入手アイテム    

3 最高級レッドポーション 1個 

7 ワールド名の特別称号 

10 癒しの香 3個 

14 鍛練半額チケット 4枚 

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

・報酬アイテムの受け取りは、2012 年3 月27 日(火)定期メンテナンス前までの予定です。 

 アイテムの受け取り忘れがないようご注意ください。 

・報酬アイテムはスタンプを貯めることで受け取れます。 

・ワールド称号は、2012 年3 月27 日(火)定期メンテナンス時に配布予定です。 

・受け取った報酬アイテムは、メール機能を利用して送られます。 

・それぞれのワールドに対応したワールド称号が送られます。違うワールド名の称号を入手することは

できません。 

・詳細は、ゲーム内NPC「イベント案内人 ミリオ」からご覧ください。 

    

    

    

『『『『Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online』公式サイト』公式サイト』公式サイト』公式サイト URLURLURLURL    

http://www.wizhttp://www.wizhttp://www.wizhttp://www.wizardryardryardryardry----online.jp/online.jp/online.jp/online.jp/    

    

WizardryWizardryWizardryWizardry に関するコミュニティ「に関するコミュニティ「に関するコミュニティ「に関するコミュニティ「Wizardry Wizardry Wizardry Wizardry 友の会」友の会」友の会」友の会」    

http://www.wizardryworld.com/bbs/http://www.wizardryworld.com/bbs/http://www.wizardryworld.com/bbs/http://www.wizardryworld.com/bbs/    



 

 

【【【【Wizardry OnlineWizardry OnlineWizardry OnlineWizardry Online とは】とは】とは】とは】 

『Wizardry Online』は、PCゲームの始祖とも呼べる 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。 

 

  

  

 

©Gamepot Inc. “Wizardry®” is a registered trademark of IPM Inc. All rights reserved.  

Licensed by IPM Inc. to Gamepot Inc. Wizardry Renaissance™ ©2009 IPM Inc. All rights reserved.  

 



 

 

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

Wizardry Online http://www.wizardry-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/ 

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

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

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

アルテイルネット http://www.alteil.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 

 


