
 

 

平成24 年11 月26 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』』』』    

6666 年目年目年目年目のののの記念記念記念記念イベントイベントイベントイベント「「「「6th 6th 6th 6th AnniversaryAnniversaryAnniversaryAnniversary」」」」特設特設特設特設サイトサイトサイトサイト公開公開公開公開！！！！        

さらにさらにさらにさらに『『『『ブブブブレイブリーデフォルトレイブリーデフォルトレイブリーデフォルト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ルーレットルーレットルーレットルーレット第第第第 2222 弾弾弾弾がががが開始開始開始開始！！！！！！！！    

 

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、11 日26 日(月)よりゲーム内イベン

ト「6ｔｈ Anniversary」を開始いたしました。 

    

    

おおおお陰様陰様陰様陰様でででで 6666 周年周年周年周年！！！！！！！！    

経験値経験値経験値経験値ボーナスボーナスボーナスボーナス、、、、クリスマスクリスマスクリスマスクリスマスイベントイベントイベントイベント、、、、限定限定限定限定キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン！！！！！！！！    

    イベントイベントイベントイベント盛盛盛盛りだくさんのりだくさんのりだくさんのりだくさんの「「「「6666ｔｔｔｔh h h h AnniversaryAnniversaryAnniversaryAnniversary」」」」開催開催開催開催！！！！！！！！    

 
 

■■■■今年今年今年今年もこのもこのもこのもこの時期時期時期時期がやってきたがやってきたがやってきたがやってきた！！！！    年末年末年末年末のののの最大最大最大最大イベントイベントイベントイベント「「「「6666ｔｈｔｈｔｈｔｈ    AnniversaryAnniversaryAnniversaryAnniversary」」」」開催開催開催開催！！！！！！！！    

本日11 月26 日(月)定期メンテナンス終了後より、「6th Anniversary」を開催いたします！  

今年のイベントは、経験値やリングをはじめとするお得なキャンペーン「4 大ブーストボーナス」、クリスマ

スモチーフのソーメリー装備獲得イベント「ソーメリー祭り」、さらにまだ公開されていないコンテンツが昨

年にも増して盛りだくさんの内容となっております！  

ぜひチェックしてみてください！



 

 

■■■■「「「「4444 大大大大ブーストボーナスブーストボーナスブーストボーナスブーストボーナス」」」」    

正式サービス開始から 6 周年の感謝を込めて、4 連続ボーナスキャンペーンを実施いたします！  

第1 弾は獲得経験値が 5 倍となります。 

お得なチャンスをお見逃しなく！！  

 

【実施期間】 

 2012 年11 月26 日(月)定期メンテナンス終了後～2013 年1 月7 日(月)定期メンテナンス開始前まで 

 

【第1 弾 経験値5 倍期間】 

 2012 年11 月26 日(月)定期メンテナンス終了後～2012 年12 月10 日(月)定期メンテナンス開始前まで 

 

【ボーナス内容】 

  ボーナス内容 ボーナス期間 

第1 弾 経験値5 倍 
11 月26 日(月)定期メンテナンス終了後～ 

12 月10 日(月)定期メンテナンス開始前まで 

第2 弾 
闘技場ポイント 2 倍 

経験値2 倍 

12 月10 日(月)定期メンテナンス終了後～ 

12 月17 日(月)定期メンテナンス開始前まで 

第3 弾 獲得リング 2 倍 
12 月17 日(月)定期メンテナンス終了後～ 

12 月25 日(火)定期メンテナンス開始前まで 

第4 弾 
クラスチェンジ 

スキルリセット無料 

12 月25 日(火)定期メンテナンス終了後～ 

1 月7 日(月)定期メンテナンス開始前まで 

 

 



 

 

■■■■「「「「ソーメリーソーメリーソーメリーソーメリー祭祭祭祭りりりり」」」」    

今年の冬もやっぱり「ソーメリー」！  

専用クエストをクリアして限定のクリスマスモチーフ装備を手に入れよう！  

その他、クリスマスモチーフの限定装備も期間限定で販売いたします。 

 

【実施期間】 

 2012 年11 月26 日(月)定期メンテナンス終了後～2013 年1 月7 日(月)定期メンテナンス開始前まで 

 

【クエスト獲得装備】 

アイテム名 部位 

 

男性用：ソーメリーチュニック 

女性用：ソーメリーシャツ 

 

体装備 

 

男性用：ソーメリーグラヴス 

女性用：ソーメリーミトン 

 

手装備 

 

男性用：ソーメリートラウザー 

女性用：ソーメリースカート 

 

脚装備 

 

男性用：ソーメリーシューズ 

女性用：ソーメリーブーツ 

 

足装備 

 

※頭装備の「ソーメリーフード」はクエストでは獲得できません。 

 

【期間限定販売アイテム】 

アイテム名 部位／性別 

ソーメリーフード 頭装備／男女共通 

トナカイラージホーン 頭装備／男共通 

トナカイベルホーン 頭装備／女共通 

レッドノーズ アクセサリ 

ヴィネルケーキ 消耗アイテム／50 個 

ヴィネルシャンパン 消耗アイテム／50 個 

 

 



 

 

■■■■あのあのあのあの召喚獣召喚獣召喚獣召喚獣もこのもこのもこのもこの召喚獣召喚獣召喚獣召喚獣もクリスマスのもクリスマスのもクリスマスのもクリスマスの装装装装いでいでいでいで戦場戦場戦場戦場をををを駆駆駆駆けるけるけるける！！！！        

ナイトやキマイラ、ドラゴンなどすべての召喚獣がクリスマスの装いをいたします。 

緊迫した戦場の中でクリスマス気分をお楽しみください！  

 

 

【実施期間】 

2012 年11 月26 日(月)定期メンテナンス終了後～2013 年1 月7 日(月)定期メンテナンス開始前まで 

    

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス仕様召喚獣仕様召喚獣仕様召喚獣仕様召喚獣    

 

 
 

左：チャリオット 中央上：ジャイアント 中央下：キマイラ 右上：ナイト 右下：ドラゴン 

 

今後も新しい情報をどんどん公開していきますので「6th Anniversary」にぜひご期待ください！！  

 

イベントイベントイベントイベント特設特設特設特設ページはこちらページはこちらページはこちらページはこちら    

http://www.fezero.jp/campaign/6th_anniversary/ 

 



 

 

 

『『『『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』』』』    

コラボレーションルーレットコラボレーションルーレットコラボレーションルーレットコラボレーションルーレット第第第第 2222 弾開始弾開始弾開始弾開始！！！！！！！！    

 
    

■■■■人気人気人気人気のジョブのジョブのジョブのジョブ装備装備装備装備がががが新新新新たにたにたにたに実装実装実装実装！！！！    コラボレーションルーレットコラボレーションルーレットコラボレーションルーレットコラボレーションルーレット第第第第 2222 弾開始弾開始弾開始弾開始！！！！！！！！        

 

本日11 月26 日(月)定期メンテナンス終了後より、2012 年10 月22 日よりコラボレーション中の、ニンテン

ドー3DS ソフト『ブレイブリーデフォルト』とのコラボレーションルーレット第2 弾を開始いたします！  

第2 弾も引き続き人気のジョブ装備をモチーフにした防具が登場！  

ぜひこの機会に、普段の『ファンタジーアース ゼロ』とは一味違ったコーディネイトをお楽しみください！  

 

 

【実施期間】 

2012 年11 月26 日(月)定期メンテナンス終了後～2012 年12 月17 日(月)定期メンテナンス開始前まで 

 

 

【防具ラインアップ】 

女性共通防具 

アニエスアニエスアニエスアニエス((((巫女巫女巫女巫女))))セットセットセットセット    

女性共通防具 

ブラボービキニブラボービキニブラボービキニブラボービキニセットセットセットセット    

        



 

 

 

男性共通防具 

リングアベルセッリングアベルセッリングアベルセッリングアベルセットトトト    

女性共通防具 

イデアイデアイデアイデアセットセットセットセット    

        

 

男性共通防具 

ヴァンパイアヴァンパイアヴァンパイアヴァンパイア((((男男男男))))セットセットセットセット    

女性共通防具 

ヴァンパイアヴァンパイアヴァンパイアヴァンパイア((((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 

聖騎士聖騎士聖騎士聖騎士((((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 

聖騎士聖騎士聖騎士聖騎士((((女女女女))))セットセットセットセット    

        



 

 

 

男性スカウト防具 

忍者忍者忍者忍者((((男男男男))))セットセットセットセット    

女性スカウト防具 

忍者忍者忍者忍者((((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 

召喚召喚召喚召喚士士士士((((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 

召喚召喚召喚召喚士士士士((((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 

魔法剣士魔法剣士魔法剣士魔法剣士((((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 

魔法剣士魔法剣士魔法剣士魔法剣士((((女女女女))))セットセットセットセット    

  

男性セスタス防具 

海賊海賊海賊海賊((((男男男男))))セットセットセットセット    

女性セスタス防具 

海賊海賊海賊海賊((((女女女女))))セットセットセットセット    

        

 

※11 月26 日(月)の定期メンテナンス以降は「ブレイブリールーレット第1 弾」はご利用いただけません。 

※「ブレイブリールーレット第 1 弾」の武器については全て「ブレイブリールーレット第 2 弾」へ継続されま

す。 

 

 

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特設特設特設特設ページはこちらページはこちらページはこちらページはこちら    

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



 

 

オーブチャージはオーブチャージはオーブチャージはオーブチャージは今今今今がチャンスがチャンスがチャンスがチャンス！！！！        

「「「「6th Anniversary6th Anniversary6th Anniversary6th Anniversary オーブチャージオーブチャージオーブチャージオーブチャージ＆＆＆＆ラリーキャンペーンラリーキャンペーンラリーキャンペーンラリーキャンペーン」」」」第第第第 1111 弾弾弾弾開始開始開始開始！！！！！！！！        

 
 

「6th Anniversary」開始を記念して、本日11 月26 日(月)定期メンテナンス終了後から 2012 年12 月25

日(火)定期メンテナンス開始前まで「6th Anniversary オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」を開催！！  

キャンペーン期間中のオーブチャージが断然お得です！  

さらに「6th Anniversary オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」のすべての特典は、2012年11月19日

(月)定期メンテナンス終了後からのオーブチャージとオーブ消費が対象となります！  

 

ぜひこの機会を利用して、「6th Anniversary」をお楽しみください！  

 

【実施期間】 

2012 年11 月26 日(月)定期メンテナンス終了後～2012 年12 月25 日(火)定期メンテナンス開始前まで 

 

【オーブチャージキャンペーン内容】 

■■■■特典1    

キャンペーン期間中、1度に 3,000円以上のオーブチャージを行うと、オーブボーナスが通常の 2倍となり

ます！  

購入金額 
オーブチャージ 

通常時 キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン期間中期間中期間中期間中    

3,000 円 300A＋15A 300A300A300A300A＋＋＋＋30A30A30A30A    

5,000 円 500A＋30A 500A500A500A500A＋＋＋＋60A60A60A60A    

1,0000 円 1,000A＋70A 1,000A1,000A1,000A1,000A＋＋＋＋140A140A140A140A    

 

■特典2 

キャンペーン期間中、1 度に 3,000 円以上のオーブチャージを行うと、対象アカウントに存在する全てのキ

ャラクターに、獲得リングが 5 倍になる「報酬の密書」をプレゼントいたします！  

 

 

【オーブ消費(ラリー)キャンペーン内容】 

■特典 

キャンペーン期間中、ゲーム内で 50 オーブ消費するごとにスタンプが貰えます。獲得したスタンプに応じ

て様々なアイテムを獲得できます！  

なお、消費によるスタンプ獲得はキャンペーン開始前に保有しているオーブ消費も対象になります！  



 

 

■スタンプ交換特典アイテム 

オーブの消費合計額に応じ以下の特典アイテムを獲得できます。 

※例：500A 消費すると、500A までのすべての特典アイテムを獲得できます。 

 

50A 100A 150A 200A 

シルバーコインシルバーコインシルバーコインシルバーコイン××××1111    ハイリジェネレートハイリジェネレートハイリジェネレートハイリジェネレート××××5555    ハイパワーポットハイパワーポットハイパワーポットハイパワーポット××××5555    特製特製特製特製エンチャントセットエンチャントセットエンチャントセットエンチャントセット××××1111    

250A 300A 350A 400A 

シルバーコインシルバーコインシルバーコインシルバーコイン××××1111    
ビルドアタックブーストビルドアタックブーストビルドアタックブーストビルドアタックブースト RRRR

××××5555    
セルフケアセットセルフケアセットセルフケアセットセルフケアセット××××1111    強固強固強固強固のののの結晶結晶結晶結晶××××3333    

450A 500A 550A 600A 

シルバーコインシルバーコインシルバーコインシルバーコイン××××2222    匠匠匠匠のののの砥石砥石砥石砥石××××1111    パワーリジェネパワーリジェネパワーリジェネパワーリジェネ RRRR××××5555    
完遂完遂完遂完遂のののの証証証証××××1 1 1 1 orororor    

精練精練精練精練のののの密書密書密書密書××××1111    

650A 700A 750A 800A 

シルバーコインシルバーコインシルバーコインシルバーコイン××××3333    穿孔穿孔穿孔穿孔のののの石石石石××××1111    ヴィネルワインヴィネルワインヴィネルワインヴィネルワイン××××10101010    
シルバーコインシルバーコインシルバーコインシルバーコイン××××5 5 5 5 orororor    

エクスバンクエクスバンクエクスバンクエクスバンク特約書特約書特約書特約書××××1111    

850A 900A 950A 1000A 

シルバーコインシルバーコインシルバーコインシルバーコイン××××3333    流転流転流転流転のののの羽羽羽羽××××1111    追憶追憶追憶追憶のののの壷壷壷壷××××1111    ゴールドコインゴールドコインゴールドコインゴールドコイン××××1111    

 

 

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン特設特設特設特設ページはこちらページはこちらページはこちらページはこちら    

http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/campaign/20121126_02/campaign/20121126_02/campaign/20121126_02/campaign/20121126_02/    



 

 

「6666thththth    AnniversaryAnniversaryAnniversaryAnniversary」」」」にににに合合合合わせわせわせわせ戦線戦線戦線戦線復帰復帰復帰復帰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開催開催開催！！！！        

戦場戦場戦場戦場にににに戻戻戻戻ってってってってゴールドコインなどゴールドコインなどゴールドコインなどゴールドコインなど豪華豪華豪華豪華アイテムをアイテムをアイテムをアイテムを獲得獲得獲得獲得しようしようしようしよう！！！！！！！！        

 
 

本日11月26日(月)定期メンテナンス終了後から2013年1月7日(月)定期メンテナンス開始前まで、「戦

線復帰キャンペーン」を開始いたします。 

最近『ファンタジーアース ゼロ』をプレイできていない皆様！ この機会に『ファンタジーアース ゼロ』

に復帰し、獲得したアイテムで戦争と「6th Anniversary」を楽しもう！   

 

【実施期間】 

2012 年11 月26 日(月)定期メンテナンス終了後～2013 年1 月7 日(月)定期メンテナンス開始前まで 

 

【キャンペーン対象】 

2012 年9 月3 日(月)定期メンテナンス以降ログインしていないアカウント 

 

【特典アイテム】 

キャンペーン期間中にログインすると、対象アカウントの全てのキャラクターに特典アイテムをプレゼント

いたします！  

 

アイテム名 個数 

ゴールドコインゴールドコインゴールドコインゴールドコイン    3333    

流転流転流転流転のののの羽羽羽羽    1111    

エクスバンクエクスバンクエクスバンクエクスバンク特約書特約書特約書特約書    1111    

ハイリジェネレートハイリジェネレートハイリジェネレートハイリジェネレート    99999999    

ハイパワーポットハイパワーポットハイパワーポットハイパワーポット    99999999    

鍛錬鍛錬鍛錬鍛錬のののの秘伝書秘伝書秘伝書秘伝書(CP)(CP)(CP)(CP)    20202020    

特製特製特製特製エンチャントセットエンチャントセットエンチャントセットエンチャントセット    3333    

 

 

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン特設特設特設特設ページはこちらページはこちらページはこちらページはこちら    

http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/campaign/20121126/campaign/20121126/campaign/20121126/campaign/20121126/    



 

 

 

『『『『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、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/ 

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/ 

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

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 

 


