
 

 

平成24 年10 月22 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』』』』    スクウェア・エニックス王道スクウェア・エニックス王道スクウェア・エニックス王道スクウェア・エニックス王道ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーRPGRPGRPGRPG    

『ブレイブリーデフォルト』とのコラボレーション『ブレイブリーデフォルト』とのコラボレーション『ブレイブリーデフォルト』とのコラボレーション『ブレイブリーデフォルト』とのコラボレーション開始開始開始開始！！！！    

 

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、10 日 22 日(月)よりニンテンドー

3DS™ソフト『BRAVELY DEFAUL™（ブレイブリーデフォルト）』とのコラボレーションを開始いたしました。 

    

満を持して満を持して満を持して満を持して『ブレイブリーデフォルト』『ブレイブリーデフォルト』『ブレイブリーデフォルト』『ブレイブリーデフォルト』コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション開始開始開始開始！！！！    

同時に同時に同時に同時にコラボレーションイベントコラボレーションイベントコラボレーションイベントコラボレーションイベント、ルーレット、ルーレット、ルーレット、ルーレット実装実装実装実装！！！！    

    

    
    

本日10 月22 日（月）定期メンテナンス終了後より、オフラインイベント「メルファリア大感謝祭2012」にて

発表いたしました新たなコラボレーション、『ブレイブリーデフォルト』×『ファンタジーアース ゼロ』コラボ

レーションを実施いたします。 

 

■期間限定「ブレイブリールーレット」実装！■期間限定「ブレイブリールーレット」実装！■期間限定「ブレイブリールーレット」実装！■期間限定「ブレイブリールーレット」実装！    

「ブレイブリーデフォルト」の装備で戦争ができる！ 

「ブレイブリーデフォルト」ゲーム内のジョブ装備をテーマとしたコラボレーションルーレットが登場！ 

ティズ、アニエスを始め、暗黒騎士やスーパースター等をモチーフとした、ユニークで可愛らしいデザイ

ンの武器、防具が実装されます！ 

 

各ジョブの装備を身につけ、光の戦士の一人となりコラボレーションを楽しみましょう！ 

 

 



 

 

■「ブレイブリールーレット」景品アイテム一覧「ブレイブリールーレット」景品アイテム一覧「ブレイブリールーレット」景品アイテム一覧「ブレイブリールーレット」景品アイテム一覧    

「ブレイブリールーレット」はゴールドコイン 1 枚につき 1 回プレイすることが可能です。    

 

【防具】【防具】【防具】【防具】    

男性共通防具 

ティズセットティズセットティズセットティズセット    

女性共通防具 

アニエスセットアニエスセットアニエスセットアニエスセット    

    
    

    
    

男性共通防具 

スーパースタースーパースタースーパースタースーパースター((((男男男男))))セットセットセットセット    

女性共通防具 

スーパースタースーパースタースーパースタースーパースター((((女女女女))))セットセットセットセット    

    
    

    
    

男性ウォリアー防具 

暗黒騎士暗黒騎士暗黒騎士暗黒騎士((((男男男男))))セットセットセットセット    

女性ウォリアー防具 

暗黒騎士暗黒騎士暗黒騎士暗黒騎士((((女女女女))))セットセットセットセット    

    
    

    
    



 

 

 

男性スカウト防具 

シーフシーフシーフシーフ((((男男男男))))セットセットセットセット    

女性スカウト防具 

シーフシーフシーフシーフ((((女女女女))))セットセットセットセット    

    
    

    
    

男性ソーサラー防具 

導師導師導師導師((((男男男男))))セットセットセットセット    

女性ソーサラー防具 

導師導師導師導師((((女女女女))))セットセットセットセット    

    
    

    
    

男性フェンサー防具 

赤魔道士赤魔道士赤魔道士赤魔道士((((男男男男))))セットセットセットセット    

女性フェンサー防具 

赤魔道士赤魔道士赤魔道士赤魔道士((((女女女女))))セットセットセットセット    

    
    

    
    

男性セスタス防具 

モンクモンクモンクモンク((((男男男男))))セットセットセットセット    

女性セスタス防具 

モンクモンクモンクモンク((((女女女女))))セットセットセットセット    

    
    

    
    



 

 

 

【武器】 

両手斧 

戦乙女エインフェリアの槍戦乙女エインフェリアの槍戦乙女エインフェリアの槍戦乙女エインフェリアの槍    

片手武器+盾 

剣聖セット剣聖セット剣聖セット剣聖セット    

    
    

    
    

大剣 

聖騎士の剣聖騎士の剣聖騎士の剣聖騎士の剣    

短剣 

盗賊ジャッカ盗賊ジャッカ盗賊ジャッカ盗賊ジャッカルのナイフルのナイフルのナイフルのナイフ    

    
    

    
    

弓 

狩人アルテミアの弓狩人アルテミアの弓狩人アルテミアの弓狩人アルテミアの弓    

杖 

戦場アイドルプリンのマイク戦場アイドルプリンのマイク戦場アイドルプリンのマイク戦場アイドルプリンのマイク    

        
    

杖 

黒魔道士オミノスのロッド黒魔道士オミノスのロッド黒魔道士オミノスのロッド黒魔道士オミノスのロッド    

魔導具 

クリスタルの精霊エアリークリスタルの精霊エアリークリスタルの精霊エアリークリスタルの精霊エアリー    

        



 

 

刺突剣 

赤魔道士フィオーレの剣赤魔道士フィオーレの剣赤魔道士フィオーレの剣赤魔道士フィオーレの剣    

手甲 

海賊バルバロッサの義手海賊バルバロッサの義手海賊バルバロッサの義手海賊バルバロッサの義手    

    
    

    
    

 

 

 

■コラボレーションイベント■コラボレーションイベント■コラボレーションイベント■コラボレーションイベント開始！開始！開始！開始！    

コラボレーションイベントとして、通常戦争参戦ごとに「ブレイブリーデフォルト」ゲーム内の各ジョブに設

定されているエンブレムを獲得することができます！ 

 

 
 

獲得したエンブレムはキャラクター名の横、アイコン部分に表示可能です。 

装備とアイコンを合わせれば、あなたのキャラクターが一躍ブレイブリーデフォルトの世界へ！！ 

 

なお、ジョブアイコンを全種類集めると、コラボレーション限定称号「ｸﾘｽﾀﾙを輝かせし者」をもれなく獲得

できます！ 

さらに、限定称号「ｸﾘｽﾀﾙを輝かせし者」を獲得した方の中から抽選で 100 名様にニンテンドー3DS ソフト

「ブレイブリーデフォルト」をプレゼントいたします！ 



 

 

  

奮ってイベントへご参加ください！ 

 

 

■■■■コラボコラボコラボコラボレーションレーションレーションレーション新規キャンペーン新規キャンペーン新規キャンペーン新規キャンペーン    

コラボレーション期間中にキャラクターを新規作成すると、 

「ブレイブリーデフォルト」のリングアベル役、竹内良太さん、イデア役、相沢舞さん 

2 人のボイスチケットを所持した状態でゲームを開始できます！ 

 

さらにキャラクターの育成に便利なアイテム、密書セット、新兵支援セットも一緒にプレゼント！ 

この機会をお見逃しなく！！ 

 

以下が新規キャラクター作成で所持しているアイテムとなります。 

 

【新規スタートキャンペーン 特典アイテム】 

 

コラボボイスチケット(CP) 

「ﾎﾞｲｽ 手帳の青年」 

(リングアベル役 CV.竹内良太) 

 

コラボボイスチケット(CP) 

「ﾎﾞｲｽ むぐぐな少女」 

(イデア役 CV.相沢舞) 

 

密書セット×2 

内容： 
精練の密書×1 

報酬の密書×1 

 

新兵支援セット×1 

内容： 
ハイリジェネレート×10 

 



 

 

ハイパワーポット×10 

HP アップ R×5 

Pw アップ R×5 

フィズアタックゲイン R×5 

フィズガードゲイン R×5 

報酬の密書×1 

 

また、キャンペーン期間中に新規登録されたアカウントを対象とし、抽選で 100 名様にニンテンドー3DS

ソフト「ブレイブリーデフォルト」をプレゼントいたします！ 

 

    
    

■期間限定オーブ販売アイテム実装！■期間限定オーブ販売アイテム実装！■期間限定オーブ販売アイテム実装！■期間限定オーブ販売アイテム実装！    

コラボレーション新規キャンペーンと同様のボイスチケットを期間限定でショップに実装いたします！ 

新規キャラクターだけでなく、現在の愛用キャラクターでも新ボイスを楽しみましょう！ 

 

コラボボイスチケット 

「ﾎﾞｲｽ 手帳の青年」 

(リングアベル役 CV.竹内良太) 

 

 

販売価格 

128A コラボボイスチケット 

「ﾎﾞｲｽ むぐぐな少女」 

(イデア役CV.相沢舞) 

 

 

『ブレイブリーデフォルト』×『ファンタジーアース『ブレイブリーデフォルト』×『ファンタジーアース『ブレイブリーデフォルト』×『ファンタジーアース『ブレイブリーデフォルト』×『ファンタジーアース    ゼロ』コラボレーションサイトゼロ』コラボレーションサイトゼロ』コラボレーションサイトゼロ』コラボレーションサイト    

http://www.fezero.jp/collaboration/http://www.fezero.jp/collaboration/http://www.fezero.jp/collaboration/http://www.fezero.jp/collaboration/bravelydefault/bravelydefault/bravelydefault/bravelydefault/    

    



 

 

～～～～作品紹介作品紹介作品紹介作品紹介～～～～    

ブレイブリーデフォルトブレイブリーデフォルトブレイブリーデフォルトブレイブリーデフォルト    フライングフェアリーフライングフェアリーフライングフェアリーフライングフェアリー    

    

今、光の戦士となって、遥かなるルクセンダルクの地へ―今、光の戦士となって、遥かなるルクセンダルクの地へ―今、光の戦士となって、遥かなるルクセンダルクの地へ―今、光の戦士となって、遥かなるルクセンダルクの地へ―    

スクウェア・エニックスRPGの遺伝子を受け継ぐ、 

新たな王道ファンタジーRPGが登場します。 

 

モンスターを倒し、装備を揃え、キャラクターを育てる楽しみ。 

世界を冒険し、なにかを発見していく喜び。 

それは日本人が最も馴れ親しんだ純粋な系譜。 

高純度な“RPG”たる“RPG”『ブレイブリーデフォルト』。 

今、日本の全てのRPGファンへ―。 

 

 

© 2012 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN: Akihiko Yoshida. 



 

 

■コラボレーションを記念して、ダブルオーブチャージキャンペーン開始！！■コラボレーションを記念して、ダブルオーブチャージキャンペーン開始！！■コラボレーションを記念して、ダブルオーブチャージキャンペーン開始！！■コラボレーションを記念して、ダブルオーブチャージキャンペーン開始！！    

    

    
本日10 月22 日（月）定期メンテナンス終了後よりブレイブリーデフォルトとのコラボレーションを記念い

たしまして、ダブルオーブチャージキャンペーンを開始いたします！ 

 

・キャンペーン・キャンペーン・キャンペーン・キャンペーン 1111    

    初めての！オーブチャージキャンペーン初めての！オーブチャージキャンペーン初めての！オーブチャージキャンペーン初めての！オーブチャージキャンペーン    

2012 年9 月24 日(月)定期メンテナンス終了前までにオーブチャージを行ったことが無いアカウント

を対象とし、キャンペーン期間中に 3,000 円以上のオーブチャージを行うと、チャージ金額に応じて

ゴールドコインをプレゼント！ 

 

※2012年9月24日(月)定期メンテナンス終了前までにオーブチャージを行ったことが無いアカウン

トであれば、9月24日(月)定期メンテナンス終了後から10月22日(月)定期メンテナンス終了前に

オーブチャージをしていても、本キャンペーンの対象となります。 

    



 

 

・キャンペーン・キャンペーン・キャンペーン・キャンペーン 2222    

    トリプルアップ！オーブチャージキャンペーントリプルアップ！オーブチャージキャンペーントリプルアップ！オーブチャージキャンペーントリプルアップ！オーブチャージキャンペーン    

    全てのアカウントを対象とし、キャンペーン期間中に3,000円以上のオーブチャージを行うと、付与さ

れるオーブボーナスが通常の 3 倍となります！ 

 

 

 コラボレーション記念の、ダブルオーブチャージキャンペーン！ 

新規アカウントは両方のキャンペーンの対象となり大変お得！ 

ぜひこちらのボーナスを使って、狙ったアイテムを獲得しましょう！！ 

 

 

ダブルオーブチャージキャンペーンダブルオーブチャージキャンペーンダブルオーブチャージキャンペーンダブルオーブチャージキャンペーン    特設ページ特設ページ特設ページ特設ページ    

hhhhttp://www.fezero.jp/ttp://www.fezero.jp/ttp://www.fezero.jp/ttp://www.fezero.jp/campaign/20121022/campaign/20121022/campaign/20121022/campaign/20121022/    



 

 

    

『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』についてゼロ』についてゼロ』についてゼロ』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！ 

 

  

  
©2005-2012 SQUARE ENIX CO., Ltd. All Rights Reserved. Licensed to Gamepot Inc.  



 

 

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    

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

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/ 

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 

 


