
 

 

平成24 年6 月28 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』』』』    新新新新ステージステージステージステージ「「「「乱雲乱雲乱雲乱雲のののの主主主主」」」」やややや新武器新武器新武器新武器＆＆＆＆新衣装新衣装新衣装新衣装・アバター・アバター・アバター・アバター登場登場登場登場！！！！    

さらにさらにさらにさらにキャンペーンやイベントをキャンペーンやイベントをキャンペーンやイベントをキャンペーンやイベントを多数多数多数多数開催開催開催開催！！！！    

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6 月28 日（木）定期メンテナンスにてアップデートを行います。 

 

新新新新協力協力協力協力ステージステージステージステージ「「「「乱雲乱雲乱雲乱雲のののの主主主主」」」」公開公開公開公開！！！！ 

本日6 月28 日（木）定期メンテナンス終了後より、新ステージ「乱雲の主」を公開いたします。 

本ステージは、「ブリガドーンシティ南部に魔物がいる！？ 」との情報から雨の降るステージを調査す

る、協力ステージです。 

そして、またも怪しい動きを見せる黒師団。気になる続きは『メビウスオンライン』でお楽しみください！  

 

【【【【ステージステージステージステージ内容内容内容内容】】】】 

ブリガドーンシティ南部にて確認された巨大な生物「タラスク」を討伐せよ。 

青師団長 ペイル・バレル指揮のもと現場に向かうと、そこには黒師団長 鎬・鴉の姿が…。 

 

 

 

 



 

 

新新新新武器武器武器武器4444 種類登場種類登場種類登場種類登場！！！！    

 

本日6月28日（木）定期メンテナンス終了後より、20XX年兵種用の新たな武器を4種類実装いたします。

今回新登場となるのは、連射可能なスナイパーライフル「VSS」、威力抜群の「対人地雷」、大きな拳が破

壊力を生む「パンチャーファウスト」、金色に輝く「ドリル RPG」です。 

どれも魅力的な武器となっておりますので、チェックしてみてください。 

スナイパーライフル「VSS」 地雷「対人地雷」 

  
対物火器「パンチャーファウスト」 対物火器「ドリル RPG」 

  
 

 



 

 

リサイクルシステムリサイクルシステムリサイクルシステムリサイクルシステム導入導入導入導入！！！！    

    

本日6月28日（木）定期メンテナンス終了後より、「リサイクルシステム」を導入いたします。「リサイクル

システム」とは、新アイテム「リサイクルチケット」を使用して、新しいアイテムを作成できるシステムです。 

「リサイクルチケット」の入手とご利用は合成屋にて行うことができます。 

ぜひこの機会にお試しください！ 

  

 

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追加追加追加追加！！！！    

    

本日6月28日（木）定期メンテナンス終了後から、9月27日(木)定期メンテナンス開始前までの期間中、

「夏の制服」衣装とエモーションを追加いたします。 

いち早く夏服を取り入れて、視線を独り占め！  

夏の期間限定となりますので、この機会をお見逃しなく！  

 

【【【【販売販売販売販売期間期間期間期間】】】】    

2012 年6 月28 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 9 月27 日(木)定期メンテナンス開始前 

 



 

 

【【【【内容内容内容内容】】】】    

女性 夏制服 セット 女性 水兵服 セット 

  
エモーション「ヤンキー座り」 

 

    

    

合成合成合成合成レシピレシピレシピレシピ追加追加追加追加！！！！    

本日6 月28 日（木）定期メンテナンス終了後より、合成屋にて合成できるアイテムを追加いたします。今

回追加となるアイテムは、「ヘッドアクセ シンボル」アバター3種類と、本日より新登場の武器、スナイパ

ーライフル「VSS」、また、本日より新規導入された「リサイクルシステム」で使用できる「リサイクルチケッ

ト」です。 

ぜひこの機会に合成にチャレンジしてみてはいかがでしょうか？ 

 

ヘッドアクセ シンボル 異常 ヘッドアクセ シンボル 正常 ヘッドアクセ シンボル 停止 

   



 

 

 

スナイパーライフル「VSS」 リサイクルチケット 

 
 

 

    

イベントやキャンペーンがイベントやキャンペーンがイベントやキャンペーンがイベントやキャンペーンが盛盛盛盛りだくさんりだくさんりだくさんりだくさん！！！！    

本日6月28日(木)定期メンテナンス終了後より、下記イベント・キャンペーンを開催いたします。チャージ

ボーナスやランキング大会など、お得で盛り上がるイベントが盛りだくさん！ ぜひこの機会にお楽しみく

ださい。 

 

①①①①「「「「Let's Let's Let's Let's トレジャーハントトレジャーハントトレジャーハントトレジャーハントⅡⅡⅡⅡ」」」」    

    

【開催期間】 

6 月28 日(木)メンテナンス終了後 ～ 7 月26 日(木)メンテナンス開始前 

 

【内容】 

期間中、1日に開封出来る宝箱の数が 5個に増量いたします。 

※通常は 1日に開封出来る宝箱の数は 3個まで 

 

ぜひこの機会に、色々なステージをプレイして宝箱を探してみてください！ 

 

②②②②消耗品増量消耗品増量消耗品増量消耗品増量キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン    

    



 

 

【開催期間】 

6 月28 日(木)メンテナンス終了後 ～ 7 月26 日(木)メンテナンス開始前 

 

【内容】 

キャンペーン期間中、便利な消耗品「ライフポット」「ライフリジェネ」「スプリントリジェネ」「ダメージカット 1」

の内容量が 25％増量！ 

 

▼キャンペーン適用後の個数 

アイテム 価格 個数 

ライフポット 10MCP 25個 

ライフリジェネ 10MCP 25個 

スプリントリジェネ 10MCP 25個 

ダメージカット 1 25MCP 125個 

 

③③③③MCPMCPMCPMCP チャージボーナスキャンペーンチャージボーナスキャンペーンチャージボーナスキャンペーンチャージボーナスキャンペーン    

    

【開催期間】 

6 月28 日(木)メンテナンス終了後 ～ 7 月26 日(木)メンテナンス開始前 

 

【内容】 

対象期間内に、3,000円（300MCP）以上をチャージすると、MCPボーナスが 2倍になります。 

 

▼キャンペーン中のMCPボーナス 

 

 

 

 

 

 

チャージ額 MCP チャージボーナス 

3,000円（300MCP）チャージ 15MCPボーナス ⇒⇒⇒⇒ 30MCP30MCP30MCP30MCP ボーナスボーナスボーナスボーナス 

5,000円（500MCP）チャージ 30MCPボーナス ⇒⇒⇒⇒ 60MCP60MCP60MCP60MCP ボーナスボーナスボーナスボーナス 

10,000円（1,000MCP）チャージ 70MCPボーナス ⇒⇒⇒⇒ 140MCP140MCP140MCP140MCP ボーナスボーナスボーナスボーナス 



 

 

④④④④SNSSNSSNSSNS ランキングランキングランキングランキング大会大会大会大会！！！！目指目指目指目指せせせせ TOP3TOP3TOP3TOP3！！！！    

    

【開催期間】 

6 月28 日(木)0：00 ～ 7 月4 日(水)23：59 

 

※アイテム配布は 7 月5日(木)メンテナンス中に行います。 

 

【内容】 

上記期間内の「対戦ステージ勝利回数」ランキングで、 

特定の順位を取ったキャラクターにアイテムをプレゼントいたします。 

 

(1)ランキングのTOP3のキャラクターに、下記の通り報酬アイテムをプレゼント！ 

1位：プラチナギア 1個、クロムギア 10個 

2 位：プラチナギア 1個 

3位：クロムギア 10個 

 

(2)8 位のキャラクターには、『クロムギア 5個』をプレゼント！ 

 

(3)キリ番（50 位・100 位）のキャラクターには、『エンチャントアイテム・消耗品アイテムセット』をプレゼン

ト！ 

 

ランキングTOP3を目指して、どんどん対戦ステージをプレイしよう！ 

 

 

期間限定期間限定期間限定期間限定ステージをステージをステージをステージを見逃見逃見逃見逃すなすなすなすな！！！！    

本日6 月28 日（木）定期メンテナンス終了後より、期間限定ステージを公開いたします。 

今回の期間限定ステージは、人気のソロステージ「クリスの対魔訓練」や、3種類の対戦ステージをご用

意いたしました。 

この機会に、『メビウスオンライン』をお楽しみください！ 

 

【公開期間】 

2012 年6 月28 日（木）定期メンテナンス終了後 ～ 7 月5日（木）定期メンテナンス開始前 

 

※ソロステージ「クリスの対魔訓練」は期間中の下記の時間帯のみプレイ可能です。 

09:00 ～ 10:00, 12:00 ～ 13:00, 15:00 ～ 16:00, 18:00 ～ 19:00 

21:00 ～ 22:00, 00:00 ～ 01:00, 05:00 ～ 06:00, 

 



 

 

【公開ステージ】 

ソロステージ「クリスの対魔訓練」 

  
対戦ステージ「20XX ブリガドーンシティ:中部(昼)」 対戦ステージ「15XX コンテナ埠頭(夜)」 

  
対戦ステージ「20XX ヴィンセン島(昼)」 

 



 

 

『『『『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。 
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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/ 

お宝発掘 ホリキング http://horiking.jp/entrance/ 

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/ 

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/ 

聖戦サザンクロス http://company.gamepot.co.jp/special/southerncross/ 

ゆるロボ製作所 http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/ 

 


