
 

 

平成24 年2 月9 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』』』』バレンタインにぴったりな新衣装が登場！バレンタインにぴったりな新衣装が登場！バレンタインにぴったりな新衣装が登場！バレンタインにぴったりな新衣装が登場！    

さらにバレンタイン投票イベントや新規登録キャンペーンなど開催さらにバレンタイン投票イベントや新規登録キャンペーンなど開催さらにバレンタイン投票イベントや新規登録キャンペーンなど開催さらにバレンタイン投票イベントや新規登録キャンペーンなど開催！！！！    

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2 月9 日（木）定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

 

バレンタインにぴったりの衣装が登場バレンタインにぴったりの衣装が登場バレンタインにぴったりの衣装が登場バレンタインにぴったりの衣装が登場！！！！    

    
本日2月9日（木）定期メンテナンス終了後より、ギアーズマーケットに新アイテムを追加いたします。

今回はバレンタインにぴったりなドレスなどの新衣装やエモーションが登場！ 

ドレスや執事セットを着ればバレンタイン気分が盛り上がること間違いなし！ 

2月23日（木）定期メンテナンス開始前までの期間限定販売となっておりますので、ぜひこの機会に

手に入れて、お楽しみください！ 

 

「バレンタインドレス「バレンタインドレス「バレンタインドレス「バレンタインドレス    黒黒黒黒セットセットセットセット」」」」    「バレンタインドレス「バレンタインドレス「バレンタインドレス「バレンタインドレス    茶茶茶茶セットセットセットセット」」」」    

  



 

 

 

「執事セット「執事セット「執事セット「執事セット    白」白」白」白」    エモーション「プレゼントエモーション「プレゼントエモーション「プレゼントエモーション「プレゼント（ハート）（ハート）（ハート）（ハート）」」」」    

  

 

ゲーム内ロビーに雪が降る！ゲーム内ロビーに雪が降る！ゲーム内ロビーに雪が降る！ゲーム内ロビーに雪が降る！    さらに新エモーションも登場！さらに新エモーションも登場！さらに新エモーションも登場！さらに新エモーションも登場！    

    

本日 2 月 9 日（木）定期メンテナンス終了後から 3 月 8 日（木）定期メンテナンス開始前までの期間

中、ゲーム内ロビー（夜）に雪が降ります。 

冬気分がさらに盛り上がる新エモーション「雪玉投げ」も登場！ 新エモーションはギアーズマーケ

ットより手に入れることができます。 

仲間と一緒に雪合戦をすれば盛り上がること間違いなし！ ぜひお楽しみください。 

    

エモーション「雪玉投げ」（エモーション「雪玉投げ」（エモーション「雪玉投げ」（エモーション「雪玉投げ」（gifgifgifgif））））    

 

 



 

 

  

 

新対戦ステージが期間限定で登場！新対戦ステージが期間限定で登場！新対戦ステージが期間限定で登場！新対戦ステージが期間限定で登場！    さらに人気ステージが再登場！さらに人気ステージが再登場！さらに人気ステージが再登場！さらに人気ステージが再登場！    

本日 2 月 9 日（木）定期メンテナンス終了後より、期間限定ステージが登場いたします。今回は、新

対戦ステージ「クラブコースト：ヒュージンシザーズ（昼）雪」をはじめ、人気の対戦ステージ「１５XX ク

ラブコースト：シェル（昼）曇天」など 4 種類の対戦ステージが登場！ ぜひこの機会にお楽しみくださ

い。（ステージにより公開期間が異なりますのでご注意ください。） 

 

●「●「●「●「クラブコーストクラブコーストクラブコーストクラブコースト::::ヒュージシザーズヒュージシザーズヒュージシザーズヒュージシザーズ((((昼昼昼昼))))雪」雪」雪」雪」    

 公開期間：2012 年2 月9（木）定期メンテナンス終了後～3 月8 日（木）定期メンテナンス開始前 

  

 

●●●●「「「「15XX 15XX 15XX 15XX クラブコーストクラブコーストクラブコーストクラブコースト::::シェルシェルシェルシェル((((昼昼昼昼))))曇天」、「曇天」、「曇天」、「曇天」、「20XX 20XX 20XX 20XX スナッグロックスナッグロックスナッグロックスナッグロック((((昼昼昼昼))))」、「」、「」、「」、「20XX 20XX 20XX 20XX ベンニーブリッジベンニーブリッジベンニーブリッジベンニーブリッジ((((昼昼昼昼))))」」」」    

 公開期間：2012 年2 月9（木）定期メンテナンス終了後～2 月16 日（木）定期メンテナンス開始前 

「「「「15XX 15XX 15XX 15XX クラブコーストクラブコーストクラブコーストクラブコースト::::シェルシェルシェルシェル((((昼昼昼昼))))曇天」曇天」曇天」曇天」 「「「「20XX 20XX 20XX 20XX スナッグロックスナッグロックスナッグロックスナッグロック((((昼昼昼昼))))」」」」、、、、    

 



 

 

 

「「「「20XX 20XX 20XX 20XX ベンニーブリッジベンニーブリッジベンニーブリッジベンニーブリッジ((((昼昼昼昼))))」」」」 

 
 

バレンタイン投票イベント開催！バレンタイン投票イベント開催！バレンタイン投票イベント開催！バレンタイン投票イベント開催！    

    
本日2 月9 日（木）定期メンテナンス終了後から 2 月16 日（木）定期メンテナンス開始前までの期間

中、「バレンタイン投票イベント」を開催いたします。 

本イベントでは、デイリーミッション「今日の調律」をクリアすると投票権を 1 票もらえ、好きな師団員

に投票することができます。見事1 位に輝いた師団員からは、バレンタインプレゼントがもらえます！ 

それぞれの師団員は特設サイトにて、1 位に輝いた際のプレゼント内容を公表しています。あなた

は誰に投票する？ ぜひお楽しみください。 

 

「バレンタイン投票イベント」特設サイト「バレンタイン投票イベント」特設サイト「バレンタイン投票イベント」特設サイト「バレンタイン投票イベント」特設サイト    

http://mebius-online.jp/event/201202vote/ 

 

≪「バレンタイン投票イベント」開催概要≫≪「バレンタイン投票イベント」開催概要≫≪「バレンタイン投票イベント」開催概要≫≪「バレンタイン投票イベント」開催概要≫    

 

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

2012 年2 月9 日（木）定期メンテナンス終了後～2 月16 日（木）定期メンテナンス開始前 

 

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

イベント期間中、デイリーミッション「今日の調律」をクリアすると、投票権1 票を獲得できます。 

獲得した投票権で、あなたの好きな師団員に投票してください。見事 1 位に輝いた師団員からは、感

謝の言葉とバレンタインプレゼントが貰えます。 

    

    



 

 

    

雪祭り雪祭り雪祭り雪祭りスクリーンショットコンテスト開催！スクリーンショットコンテスト開催！スクリーンショットコンテスト開催！スクリーンショットコンテスト開催！    

 
本日2月9日（木）定期メンテナンス終了後より「雪祭りスクリーンショットコンテスト」を開催いたしま

す。本コンテストでは、“雪”をテーマにしたスクリーンショットを募集いたします。 

見事運営チームが選ぶ 3 作品に選ばれた方には、「フェイスチェンジ券」をプレゼント！ さらに参

加賞として、参加された方全員に「クロムギア」5枚をプレゼントいたします。 ぜひご参加ください。 

    

≪「≪「≪「≪「雪祭り雪祭り雪祭り雪祭りスクリーンショットコンテストスクリーンショットコンテストスクリーンショットコンテストスクリーンショットコンテスト」開催概要≫」開催概要≫」開催概要≫」開催概要≫    

 

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

2012 年2 月9 日（木）定期メンテナンス終了後～3 月1 日（木）定期メンテナンス開始前 

 

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

イベント期間中、“雪”をテーマにしたスクリーンショットを募集いたします。撮影したスクリーンショット

を「Web メビウス」の画像掲示板に投稿する事で参加できます。見事運営チームが選ぶ 3作品に選ば

れた方には、「フェイスチェンジ券」をプレゼントいたします。 

また、参加賞として参加された方全員に「クロムギア」5枚をプレゼントいたします。 

    

    

プラチナギアプラチナギアプラチナギアプラチナギア 10101010％増量キャンペーン開催！％増量キャンペーン開催！％増量キャンペーン開催！％増量キャンペーン開催！    

    
本日2月9日（木）定期メンテナンス終了後より「プラチナギア10％増量キャンペーン」を開催いたし

ます。本キャンペーンでは、プラチナギア 10個セットが 11個に、20個セットが 22個に増量！ 

まとめ買いなら今がお得！ この機会をお見逃しなく！ 

    

    

    



 

 

    

≪「≪「≪「≪「プラチナギアプラチナギアプラチナギアプラチナギア 10101010％増量キャンペーン％増量キャンペーン％増量キャンペーン％増量キャンペーン」開催概要≫」開催概要≫」開催概要≫」開催概要≫    

 

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

2012 年2 月9 日（木）定期メンテナンス終了後～3 月8 日（木）定期メンテナンス開始前 

 

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

期間中、下記プラチナギアセットの数が増量いたします。 

「プラチナギア 10個セット」 ⇒ 期間中のみ「プラチナギア 11個セット」 

「プラチナギア 20個セット」 ⇒ 期間中のみ「プラチナギア 22個セット」 

 

『メビウスオンライン』をはじめよう！『メビウスオンライン』をはじめよう！『メビウスオンライン』をはじめよう！『メビウスオンライン』をはじめよう！    

    
本日 2 月 9 日（木）定期メンテナンス終了後から 3 月 8 日（木）定期メンテナンス終了後までの期間

中、「新規登録キャンペーン」を開催いたします。 

キャンペーン期間中に新規登録された方には、もれなくエモーション「雪玉投げ」をプレゼント！ 新

しく始めるなら今がチャンス！ ぜひこの機会に『メビウスオンライン』を始めてみてはいかがでしょう

か？ 

    

≪「≪「≪「≪「新規登録キャンペーン新規登録キャンペーン新規登録キャンペーン新規登録キャンペーン」開催概要≫」開催概要≫」開催概要≫」開催概要≫    

 

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

2012 年2 月9 日（木）定期メンテナンス終了後～3 月8 日（木）定期メンテナンス開始前 

 

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

期間中に新規登録した方にもれなくエモーション「雪玉投げ」をプレゼントいたします。 

 

フェイスチェンジ券やボディチェンジ券が期間限定プライスダウン！フェイスチェンジ券やボディチェンジ券が期間限定プライスダウン！フェイスチェンジ券やボディチェンジ券が期間限定プライスダウン！フェイスチェンジ券やボディチェンジ券が期間限定プライスダウン！    

本日 2 月 9 日（木）定期メンテナンス終了後から 3 月 8 日（木）定期メンテナンス開始前までの期間

中、「フェイスチェンジ券」、「ボディチェンジ券」をそれぞれ 10MCP値下げ致します。 

期間限定となっておりますので、ぜひこの機会に手に入れて、個性豊かなキャラクターメイクをお

楽しみください。 

 

    

 



 

 

『メビウスオンライン』とは『メビウスオンライン』とは『メビウスオンライン』とは『メビウスオンライン』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。 
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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    

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/ 

 

 


