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ソネットエンタテインメント株式会社（サービス名称：So-net）は、ケータイ版 MMORPG『ソーサリ
ーサーガ』にて、11 月 15 日(月)の定期メンテナンス終了後より、ゲーム内イベント「クイール王国
競技大会」を実施いたします。
当イベントは、期間内にほぼ全てのモンスターがドロップする「糊豆」（のりまめ）のドロップ数を
競うものです。ドロップ数が多かった上位 50 キャラクターには頭装備「ウィングガード（金髪）」を
配布するほか、ドロップ数に応じて全員に素敵なプレゼントをご用意しておりますので、奮ってご参
加下さい。
また、同日より既存の月額無料コースに加えて経験値 UP がついたお得な月額有料コースを追
加いたします。いずれのコースでもアイテム課金を利用いただけます。
さらに月額有料コース導入を記念して、2 ヵ月連続でプレゼントキャンペーンを実施いたします。
キャンペーンやイベントが満載のソーサリーサーガを今後ともご期待下さい。
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■ 開催期間
2010 年 11 月 15 日（月）定期メンテナンス終了後～11 月 22 日（月）定期メンテナンス開始まで

■ 概要
ほぼ全てのモンスターが「糊豆」を落とすようになります。モンスターからドロップした「糊豆」は
自動的にカウントされます。「糊豆」を 200 個以上集めたキャラクター全員に「ウィングガード
(茶髪)」と交換できる「ウィングガード引換券」をプレゼントします。プレゼントとの交換・引き渡
しはフレンド広場の専用 NPC(※1)が行います。
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さらに、期間中、通常版・高速版を通じて上位 50 キャラクターには羽根つき頭装備「ウィングガ
ード(金髪)」をプレゼントします。11 月 30 日に上位 50 キャラクター名をソーサリーサーガ公式
サイトで発表いたします(※2)。
(※1) 「NPC」は、コンピューターが動かしているキャラクターで、クエストの案内やイベントを進める
手助けをしてくれます。なお、NPC に話しかけて交換できるのは 11 月 22 日（月）の
定期メンテナンス開始までです。
(※2) 運営事務局が公序良俗に反するまたは不適切と判断したキャラクター名の場合は
除外する場合がございます。

■対象
レベル､職業に関係なく誰でも参加できます。
■ プレゼントアイテム詳細
総合ランキング 50 位以内 ： 「ウィングガード（金髪）」
特賞 ： ドロップカウント数が 200 以上だと「ウィングガード(茶髪)引換券」
A 賞 ： ドロップカウント数が 140 以上だと「マツタケ」

(1 分間通常攻撃が必殺攻撃に)

B 賞 ： ドロップカウント数が 80 以上だと「秋の朝露」

(経験値 2 倍 10 分）

C 賞 ： ドロップカウント数が 20 以上だと「ナシの実」

(HP 回復 10/MP 回復 10）

ウィングガード（茶髪）

ウィングガード（茶髪）

■ プレゼント受け取り方法
特賞、A 賞、B 賞、C 賞はフレンド広場に期間中出現する専用 NPC に話しかけて交換
しましょう。「ウィングガード(金髪)」は 11 月 30 日（火）の定期メンテナンス時に保管庫に
配布いたします。
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本日 11 月 15 日（月）より、経験値ボーナスがついたお得な月額有料コースを追加いたします。
SP（ソーサリーポイント）だけではなく、月額コースの組み合わせによって経験値ボーナス率が変
化する、お得な仕様となっています。

コース

月額情報料(
月額情報料(税込)
税込)

月額コース
月額コース

月額コース
月額コース
（各基本コース
各基本コースとの
コースとの組
との組み合わせ）
わせ）

経験値・
経験値・ボーナス

315

300

+3%

525

500

+7%

1,050

1,000

+15%

315+525

800

+10%

315+1,050

1,300

+18%

525+1,050

1,500

+22%

315+525+1,050

1,800

+50%

（各コースの
コースの基本料金と
基本料金と、
獲得 SP、
SP、経験値の
経験値の付与率）
付与率）

獲得 SP
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【2 ヵ月連続】
月連続】月額登録者プレゼントキャンペーン
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■ 概要
月額有料コースに登録いただいた方に、登録コース数に応じて、福袋をプレゼントする
キャンペーンを実施いたします。
■ 対象者
◇ 12月キャンペーン ：

2010年12月14 日（火） 0時 時点で月額コースに登録している方

◇ 1月キャンペーン

2011年1月18日（火）

：

0時 時点で月額コースに登録している方

■ プレゼント配布日
◇ 12 月キャンペーン分： 2010年12月21日(火)の定期メンテナンス時
◇ 1 月キャンペーン分：

2011年1月25日(火)の定期メンテナンス時

■プレゼント個数
◇ 月額300円コースに登録された方に福袋を1個プレゼントいたします。(※3) (※4)
◇ 月額500円コースに登録された方に福袋を2個プレゼントいたします。(※3) (※4)
◇ 月額1,000円コースに登録された方に福袋を4個プレゼントいたします。(※3) (※4)
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(※3) 組み合わせに応じてもらえる福袋が加算され、1回につき最大で7個、2回あわせ最大14個の
福袋がもらえます。
(※4) 1つの携帯電話で複数キャラクターがある場合、その携帯電話で登録いただいた月額コースが
プレゼントの対象コースとなります。たとえば、ある携帯電話でAキャラクターとBキャラクターで
それぞれ月額300円コースに登録しても、もらえる福袋は1個です。
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【基本情報】
基本情報】
・タイトル：

『ソーサリーサーガ』

・ご利用料金：

基本プレイ無料 (アイテム課金方式)
※通信料は別途発生します。

・ジャンル：

MMORPG

・プラットホーム：

i メニューサイト

・対応端末：

NTT ドコモ FOMA(R)905i シリーズ以降 （一部機種を除く）
「ｉアプリ(R)オンライン」に対応。

・アクセス方法：

iMenu ⇒ メニューリスト ⇒ ゲーム ⇒ ロールプレイング

・公式サイト：

http://sorcery-saga.jp/

【世界観ベース
世界観ベース】
ベース】
人々が当たり前のように魔法が使え、生活に魔法が欠かせない「クイール王国」。
平和なはずの王国に突如として現れた魔物たち。
魔物は一体誰に、そしてどんな目的で生み出されたのか・・・・。
※ 画像をご使用の際は、コピーライト表記にご協力ください。／(C)So-net
※ 「FOMA」「iモード」及び「i-mode」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
※ 記載されている社名、製品ソフトウェア名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または
登録商標です。

以 上
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