
 

 

平成24 年4 月20 日 

各位 

会 社 名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

『『『『ファンタジーアースファンタジーアースファンタジーアースファンタジーアース    ゼロゼロゼロゼロ』』』』のののの新新新新たなたなたなたなオフラインイベントオフラインイベントオフラインイベントオフラインイベント全国全国全国全国ツアーツアーツアーツアー    

「「「「タイニーバンクェットタイニーバンクェットタイニーバンクェットタイニーバンクェット」」」」をををを 4444 月月月月 29292929 日日日日からからからから順次順次順次順次開催開催開催開催！！！！    

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®用多人数同時参加型アクションロールプレイングゲーム『ファンタジーア

ース ゼロ』（ライセンス元：株式会社スクウェア・エニックス）において、4 月 20 日(金)にオフラインイベント

の全国ツアー「タイニーバンクェット」の開催を発表しました。 

 

 

参加参加参加参加はははは無料無料無料無料！！！！オンラインではオンラインではオンラインではオンラインでは味味味味わえないわえないわえないわえない楽楽楽楽しさをしさをしさをしさを是非体験是非体験是非体験是非体験してくださいしてくださいしてくださいしてください！！！！    

    
本日4 月20 日(金)にオフラインイベントの全国ツアー「タイニーバンクェット」の開催を発表しました。 

「タイニーバンクェット」とは、ゲーム内の施設である闘技場を利用して楽しむオフラインイベントです。 

来場者の中から抽選で決める 5 人 1 組のチーム同士で対戦をしてトーナメントを勝ち抜いていきます。見

事優勝したチームには会場限定の豪華賞品をプレゼントいたします！ 

オフラインでしか味わえないプレイヤー同士のコミュニケーションを楽しんだり、今年復活をした「バンク

ェット～GloriousRoad 2012～」の練習として、あるいは賞品獲得を目指して試合に参加したりと、イベントの

目的は貴方次第！ ぜひ、お気軽にご来場ください。プレイ歴などは一切関係ありません！ どなたでもご

参加いただけます！ 

オフラインイベントへの皆様のご参加、心よりお待ちしております。 

 

詳細は下記特設サイトをご覧ください。 

http://www.fezero.jp/event/2012042http://www.fezero.jp/event/2012042http://www.fezero.jp/event/2012042http://www.fezero.jp/event/20120420000////



 

 

    

 

■■■■    イベントイベントイベントイベント内容内容内容内容    

タイニーバンクェット 

・5 対5 のバンクェットルール 

・試合時間10 分 1 本勝負 

・トーナメント式（8 チーム 40 名参加） 

・イベント専用キャラクターを使用 

バトルジャッジメント 

・試合ごとにどちらのチームが勝つかを予想 

・1 回当てるごとにスタンプを 1 個獲得 

・一定数以上スタンプを貯めると、召喚獣武器シリアルカードを獲得 

抽選プレゼント ・FEZ 推奨の Razerマウスなどの賞品をその場でプレゼント 

 

 

■■■■    開催開催開催開催スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

  日時 場所 参加人数 

4 月29日（日） 愛知県名古屋市 

ダイテックサカエ 

http://www.nagoya-kaigi.com/index.aspx 

100 名 

 試合参加人数：40 名 

5 月27日（日） 大阪府大阪市 

 NEWNEW 戎橋店 

 http://www.newx2.com/shop/ebisu/ 

100 名 

 試合参加人数：40 名 

6月9日（土） 広島県広島市 

 ブルーウェーブ広島 

 http://www.bluewaveinn.jp/hiroshima/ 

50 名 

 試合参加人数：40 名 

 

 以降の開催地も鋭意調整中です。ぜひご期待ください！ 

    



 

 

■■■■特典特典特典特典    

タイニーバンクェットのトーナメント優勝者、ならびにバトルジャッジメントで一定数のスタンプを獲得するこ

とで、以下の賞品をプレゼントいたします。 

 

タイニーバンクェット トーナメント優勝 

お好きな防具 一式 

表彰状 

Razer 特製Tシャツ 

タイニーバンクェット トーナメント準優勝 
お好きな武器 （1 個） 

Razer 特製アクセサリセット 

バトルジャッジメント スタンプ 4 個獲得 ランダムで召喚獣武器シリーズを 1 個 

バトルジャッジメント スタンプ 7個獲得 お好きな召喚獣武器シリーズを 1 個 

来場者抽選賞品 
Razer 「DeathAdder」 1 個 

Razer 「Goliathus Fragged Omega Speed」1個 

 

 

■■■■参加参加参加参加にあたってにあたってにあたってにあたってのごのごのごのご注意注意注意注意    

・会場への入場料、参加費用は無料です。 

・事前登録などは一切必要ございません。 

・参加定員を超える来場があった場合、入場できない可能性がございます。 

・トーナメントに参加できる方は抽選で決めますので、試合に参加できない場合がございます。 

・会場に入れる人数については前後する可能性がございます。 

・召喚獣武器シリアルの重複獲得はできません。 

 

詳細は下記特設サイトをご覧ください。 

http://www.fezero.jp/event/2012042http://www.fezero.jp/event/2012042http://www.fezero.jp/event/2012042http://www.fezero.jp/event/20120420000////    



 

 

召喚獣達召喚獣達召喚獣達召喚獣達にににに期間限定期間限定期間限定期間限定でででで強力強力強力強力なななな新新新新スキルスキルスキルスキル追加追加追加追加！！！！    

参戦参戦参戦参戦するとするとするとすると報酬報酬報酬報酬アイテムもアイテムもアイテムもアイテムも貰貰貰貰えるイベントえるイベントえるイベントえるイベント「「「「召喚大戦争召喚大戦争召喚大戦争召喚大戦争    OVER RUSHOVER RUSHOVER RUSHOVER RUSH」」」」開催開催開催開催！！！！    

    
    

本日4 月20 日(金)臨時メンテナンス終了後から 4 月23日(月)定期メンテナンス開始前までの間、 

イベント「召喚大戦争 OVER RUSH」を開催いたします。 

イベント期間中は、「レイス」、「キマイラ」、「ジャイアント」、「チャリオット」、「ナイト」の5体の召喚獣の性

能が変化します。強力な新スキルが追加されるほか、HPや召喚コストも変化します。 

さらに、イベント期間中戦争に参加すると、参戦数に応じて様々な報酬アイテムを獲得することができま

す。 

 

この機会に、普段とは一味違う召喚獣達と一緒に戦争で活躍しましょう！ 

 

    

詳細詳細詳細詳細はこちらのはこちらのはこちらのはこちらの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くくくださいださいださいださい。。。。    

http://www.fezero.jp/event/20120418/ 

    

レイスレイスレイスレイス    

 
・新スキル「グラビティスフィア」追加 

＜スキル説明＞ 

使用している間、レイスを中心として重力の場を形成し、 

敵を鈍足状態にします。 



 

 

キマイラキマイラキマイラキマイラ    

 
・召喚HP 4300→3800 

・新スキル「カースドブレス」追加 

＜スキル説明＞ 

触れた者に複数の状態異常を与える呪いのブレス。 

攻撃がヒットした敵には、5秒間の間「Pw減少」「耐性ダウン」 

「暗闇状態」「移動速度低下」の状態異常が付与されます。 

ジャイアントジャイアントジャイアントジャイアント    

 
・新スキル「ゼロレンジラストリゾート」追加 

＜スキル説明＞ 

超近距離にて砲撃を行います。 

建築物に対する威力はストロングキャノンの約9倍を誇ります。 

 

 

 

 

 



 

 

チャリオットチャリオットチャリオットチャリオット    

 
・新スキル「カースドタックル」追加 

＜スキル説明＞ 

敵のPw を減少させる強力な突進攻撃です。攻撃がヒットした敵は 

0.75秒毎に 4Pw の減少効果が発生します。計8 回 

ジャイアントジャイアントジャイアントジャイアント    

 
・召喚HP 4300→4800 

・召喚コスト クリスタル 30→20 

・その他 移動速度アップ 



 

 

『『『『ファンタジーアースファンタジーアースファンタジーアースファンタジーアース    ゼロゼロゼロゼロ』』』』についてについてについてについて 

『ファンタジーアース ゼロ』は、最大50対50、合わせて100人のプレイヤーによる、リアルタイムで多人数の戦争

を楽しむことができる、オンラインアクションRPGです。 

6つの大陸で構成されている世界『メルファリア』では、常に5つの国の王が覇権を争っています。プレイヤーは、いずれか

1 つの国を選び、王の命に従って仲間と共に大陸の統一を目指して戦います。 

 刻々と変化し続ける戦乱のファンタジー世界の中、大軍勢に切り込んでいくアクションゲームの爽快感、仲間と共に戦い成

長していくMMORPGの楽しさ、そして戦争を組み立てていくリアルタイムストラテジーの奥深さ。オンラインゲームの新世界を

体感してください！ 
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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    

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.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/ 

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/ 

ハウリングソード http://www.hs-online.jp/ 

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

Wizardry Online http://www.wizardry-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 

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/ 

 


