
 

 

平成24 年10 月23 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』』』』    いよいよいよいよいよいよいよいよ来週来週来週来週「「「「サンジェントサンジェントサンジェントサンジェント遺跡遺跡遺跡遺跡」」」」実装実装実装実装！！！！    事前事前事前事前イベントにイベントにイベントにイベントに加加加加えてえてえてえて経験値経験値経験値経験値

UPUPUPUP・ソウルマテリアル・ソウルマテリアル・ソウルマテリアル・ソウルマテリアル 2222 倍倍倍倍イベントイベントイベントイベント開催開催開催開催！！！！     

さらにオリジナルサウンドトラックさらにオリジナルサウンドトラックさらにオリジナルサウンドトラックさらにオリジナルサウンドトラック CDCDCDCD 発発発発売決定売決定売決定売決定！！！！    

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、10月23日（火）定期メンテナンス

にてアップデートを行います。 

 

今日今日今日今日からからからから獲得経験値獲得経験値獲得経験値獲得経験値がががが 25%25%25%25%アップアップアップアップ    &&&&    ソウルマテリアルソウルマテリアルソウルマテリアルソウルマテリアル獲得量獲得量獲得量獲得量がががが 2222 倍倍倍倍！！！！アニバーサリーイベントアニバーサリーイベントアニバーサリーイベントアニバーサリーイベント    

「「「「モンスターラッシュモンスターラッシュモンスターラッシュモンスターラッシュ」」」」開催開催開催開催中中中中！！！！    

    

 
本日 10 月 23 日（火）定期メンテナンス終了後から 10 月 30 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間

中、現在実施しているアニバーサリーイベント「モンスターラッシュ」のボスモンスター討伐報酬として、獲

得経験値25%アップイベントおよびソウルマテリアル獲得量2 倍イベントを実施いたします。 

「モンスターラッシュ」はまだまだ開催中です。条件クリアで入手できる専用称号や報酬アイテムの獲得

を目指してイベントに参加しよう！  

 

「「「「モンスターラッシュモンスターラッシュモンスターラッシュモンスターラッシュ」」」」イベントのイベントのイベントのイベントの詳細詳細詳細詳細はははは、、、、特設特設特設特設サイトをごサイトをごサイトをごサイトをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください！！！！    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/20121002anniversary/eventMonsterRush.aspxonline.jp/event/20121002anniversary/eventMonsterRush.aspxonline.jp/event/20121002anniversary/eventMonsterRush.aspxonline.jp/event/20121002anniversary/eventMonsterRush.aspx    

 



 

 

「「「「バッジスのバッジスのバッジスのバッジスの強化保護石強化保護石強化保護石強化保護石にちょいにちょいにちょいにちょい足足足足しセールしセールしセールしセール」」」」開催開催開催開催！！！！    

 
本日10月23日（火）定期メンテナンス終了後から11月6日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

「バッジスの強化保護石にちょい足しセール」を開催いたします。 

本キャンペーン期間中、ロイヤルショップで「バッジスの強化保護石」をご購入いただくと、購入数に応じ

て、「ラッキーコイン【M】」をプレゼントいたします！ 「ラッキーコイン【M】」は、使用すると 30 分間アイテム

ドロップ率が上昇するお得なアイテムです。 

この機会に「ラッキーコイン【Ｍ】」を使ってダンジョンを探索し、レアアイテムを探しにいこう！ 

 

【対象アイテムとプレゼントアイテム】 

①バッジスの強化保護石（3 個） → ラッキーコイン【M】6 個 

②バッジスの強化保護石（5 個） → ラッキーコイン【M】10 個 

 

 

新新新新ダンジョンダンジョンダンジョンダンジョン「「「「サンジェントサンジェントサンジェントサンジェント遺跡遺跡遺跡遺跡」」」」にににに備備備備えようえようえようえよう！！！！探索強化期間探索強化期間探索強化期間探索強化期間イベントイベントイベントイベント実施実施実施実施！！！！    

    
本日10 月23 日（火）定期メンテナンス終了後から 11 月6 日（火）定期メンテナンス開始前までの期間

中、指定されたダンジョンの最後の決戦場をクリアすると、特別報酬をプレゼントいたします。 新ダンジョ

ン「サンジェント遺跡」の調査に向けて、既存のダンジョンをクリアしていない冒険者はぜひ今のうちにクリ

アを目指してみてください！ 
 

ダンジョン名 討伐対象モンスター 報酬 

ロサワルド水没砦 マカブラ 経験会得の秘伝書 2 個 

荒廃の廓 サイアームツイン 癒しの香り 3 個 

13 号施設 

ザ・ブロード 

ザ・ステイク 

ザ・パーソンベリード 

経験会得の極意書 5 個 

暗澹たる円卓 アリエス リバイバルスフィア 1 個 

 



 

 

獲得経験値獲得経験値獲得経験値獲得経験値アップアイテムなどアップアイテムなどアップアイテムなどアップアイテムなど冒険冒険冒険冒険をををを便利便利便利便利にするアイテムがにするアイテムがにするアイテムがにするアイテムが３０３０３０３０％％％％OFF！！！！ 
アニバーサリーセールアニバーサリーセールアニバーサリーセールアニバーサリーセール第第第第4444 弾弾弾弾をををを実施実施実施実施！！！！    

本日10月23日（火）定期メンテナンス終了後から、「週替わりアイテムセール」第4弾を実施いたします。

今週は「経験会得の秘伝書（5 個）」「鑑定眼（10 個）」など、冒険を便利にするアイテムが 30%OFF！ 

また、「ディメント褒章（30 日）」や「忘却の遺産」などの 10%割引も、今週がいよいよ最後。お買い得なこ

の期間に、アイテムのご購入をお忘れなく！ 

 

アイテム名 価格 セールセールセールセール価格価格価格価格    備考 

戒律変更申請書（秩序⇔中立） 58 40404040    (30% OFF)(30% OFF)(30% OFF)(30% OFF) 

戒律変更申請書（中立⇔混沌） 58 40404040    (30% OFF)(30% OFF)(30% OFF)(30% OFF) 

経験会得の秘伝書（5 個） 34 23232323    (30% OFF)(30% OFF)(30% OFF)(30% OFF) 

商人の心得（30 日） 48 33333333    (30% OFF)(30% OFF)(30% OFF)(30% OFF) 

高級修理道具（10 個） 49 34343434    (30% OFF)(30% OFF)(30% OFF)(30% OFF) 

拡声の筒（99 個） 19 13131313    (30% OFF)(30% OFF)(30% OFF)(30% OFF) 

鑑定眼（10 個） 29 20202020    (30% OFF)(30% OFF)(30% OFF)(30% OFF) 

ディメント褒章（30 日） 198 178178178178    (10% (10% (10% (10% OFF)OFF)OFF)OFF)        ※10 月2 日定期メンテナン

ス終了後～10月30日(火)定期メンテナン

ス開始前まで割引中！    

ディメント褒章（7 日） 54 48484848    

忘却の遺産 198 178178178178    

 

割引割引割引割引アイテムのアイテムのアイテムのアイテムの一覧一覧一覧一覧はははは、、、、特設特設特設特設ページをごページをごページをごページをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/20121002anniversaryonline.jp/event/20121002anniversaryonline.jp/event/20121002anniversaryonline.jp/event/20121002anniversary/rgcampaign.aspx/rgcampaign.aspx/rgcampaign.aspx/rgcampaign.aspx    

 

 

Wizardry Online Wizardry Online Wizardry Online Wizardry Online 「「「「オリジナルサウンドトラックオリジナルサウンドトラックオリジナルサウンドトラックオリジナルサウンドトラック CDCDCDCD」」」」特設特設特設特設ページページページページ公開公開公開公開！！！！    

    
「Wizardry Online オリジナルサウンドトラックCD」の発売に先駆け、本日10月23日（火）より特設ページ

を公開いたします。 

特設ページでは、初回生産限定の特典(シリアルコード)でもらえる限定アバターアイテム「★幻想詩人

のマント」の画像をいち早く公開！ また、収録される楽曲とその使用箇所も掲載しておりますので、是非

お気に入りの曲を確認してみて下さい。 

ゲーム内のあの曲がいつでも聞ける！ 難攻不落の王道 RPG『Wizardry Online』のオリジナルサウンド

トラックに、どうぞご期待下さい。 



 

 

 

サントラサントラサントラサントラ CDCDCDCD のののの詳細詳細詳細詳細はははは、、、、特設特設特設特設サイトにてサイトにてサイトにてサイトにて御確認御確認御確認御確認くださいくださいくださいください！！！！    

http://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardryhttp://www.wizardry----online.jp/event/ost/online.jp/event/ost/online.jp/event/ost/online.jp/event/ost/    

 

 



 

 

【【【【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    

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

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.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/ 

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/ 

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

トリックスター http://www.trickster.jp/ 

お宝発掘 ホリキング http://horiking.jp/ 

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

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

幕末魂 http://bakuspirits.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（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

狩りとも http://company.gamepot.co.jp/special/karitomo/ 

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

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

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/ 

萌妖★クライシス http://company.gamepot.co.jp/special/moeyou/ 

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

蒼穹ドラゴンギルド http://pf.mbga.jp/12010535 

スマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリ 

ゆるロボ製作所 http://yururobo.jp 

 

 


