
 

 

平成24 年12 月25 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』』』』    特別ルーレット「クリスタルルーレット」実装！特別ルーレット「クリスタルルーレット」実装！特別ルーレット「クリスタルルーレット」実装！特別ルーレット「クリスタルルーレット」実装！    

「「「「Wave of the CrystalWave of the CrystalWave of the CrystalWave of the Crystal」」」」にて公開されたにて公開されたにて公開されたにて公開された装備装備装備装備・武器・武器・武器・武器がついに登場がついに登場がついに登場がついに登場！！！！！！！！    

年末年始も年末年始も年末年始も年末年始も楽しもう楽しもう楽しもう楽しもう！！！！    「「「「行行行行くぜくぜくぜくぜ 7777 年目年目年目年目!!!!!!!!Come&Go!!Come&Go!!Come&Go!!Come&Go!!」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、12 月 25 日(火)のアップデートにて

特別ルーレット「クリスタルルーレット」を実装します。 

 

暗闇で輝く暗闇で輝く暗闇で輝く暗闇で輝く話題の話題の話題の話題の装備がついに公開！装備がついに公開！装備がついに公開！装備がついに公開！    

特別ルーレット「クリスタルルーレット」実装！！特別ルーレット「クリスタルルーレット」実装！！特別ルーレット「クリスタルルーレット」実装！！特別ルーレット「クリスタルルーレット」実装！！    

    

 
本日 12 月 25 日(火)定期メンテナンス終了後から、特別ルーレット「クリスタルルーレット」を実装しま

す。 

 

今までありそうでなかった！クリスタルの輝きをまとった装備と武器がついに登場！！ 

防具は初のモーション付き防具！各所にちりばめられたクリスタルが美しく輝きます！ 

モーション武器としては 2 つ目の実装！クリスタルの輝きと共に流れる模様は存在感抜群です！ 

 

年末から年始にかけての特別ルーレット！ 

ぜひこの機会に 2012 年度最後の「クリスタル装備」を獲得し、コーディネイトを楽しんでください！ 

 

■実施期間 

 2012 年12 月25 日(火)定期メンテナンス終了後～2013 年1 月15 日(火)定期メンテナンス開始前 



 

 

 

【防具】【防具】【防具】【防具】    

男性 女性 

共通防具 

モーリオンモーリオンモーリオンモーリオンセットセットセットセット    カンゴームカンゴームカンゴームカンゴームセットセットセットセット    

 
 

 
 

ウォリアー防具 

ジェムシリカジェムシリカジェムシリカジェムシリカセットセットセットセット    クリソコラクリソコラクリソコラクリソコラセットセットセットセット    

 
 

 
 



 

 

 

スカウト防具 

アルマンディンアルマンディンアルマンディンアルマンディンセットセットセットセット    スペサルティンスペサルティンスペサルティンスペサルティンセットセットセットセット    

 
 

 
 

ソーサラー防具 

ラズライトラズライトラズライトラズライトセットセットセットセット    ノーゼライトノーゼライトノーゼライトノーゼライトセットセットセットセット    

 
 

 
 

フェンサー防具 

ゾイスゾイスゾイスゾイスセットセットセットセット    タンザナタンザナタンザナタンザナセットセットセットセット    

 
 

 
 



 

 

 

セスタス防具 

ジェイダイトジェイダイトジェイダイトジェイダイトセットセットセットセット    ネフライトネフライトネフライトネフライトセセセセットットットット    

 
 

 
    

 

【武器】【武器】【武器】【武器】    

片手武器セット片手武器セット片手武器セット片手武器セット    

片手剣：片手剣：片手剣：片手剣：アズマーダアズマーダアズマーダアズマーダ    盾：盾：盾：盾：ゼオルフィールゼオルフィールゼオルフィールゼオルフィール    

 
 

 
 

両手武器：両手武器：両手武器：両手武器：アウミュールアウミュールアウミュールアウミュール    

    

大剣：大剣：大剣：大剣：アムラプティンアムラプティンアムラプティンアムラプティン    

    

 
 

 
 



 

 

短剣：短剣：短剣：短剣：オブグルールオブグルールオブグルールオブグルール    

    

弓：弓：弓：弓：ゼル・ウルーナゼル・ウルーナゼル・ウルーナゼル・ウルーナ    

    

 
 

 
 

銃：銃：銃：銃：シデュラシデュラシデュラシデュラ    

    

杖：杖：杖：杖：アストナクスアストナクスアストナクスアストナクス    

    

 
 

 
 

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：リルミオンリルミオンリルミオンリルミオン    

    

刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：アストルティンアストルティンアストルティンアストルティン    

    

 
 

 
 



 

 

 

手甲：手甲：手甲：手甲：ザルカド・テオルザルカド・テオルザルカド・テオルザルカド・テオル    

        

 
 

 

●●●●クリスタル装備クリスタル装備クリスタル装備クリスタル装備....ｗｍｖｗｍｖｗｍｖｗｍｖ    

    

詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。    

http://www.fezero.jp/campaign/6th_anniversary/crystalhttp://www.fezero.jp/campaign/6th_anniversary/crystalhttp://www.fezero.jp/campaign/6th_anniversary/crystalhttp://www.fezero.jp/campaign/6th_anniversary/crystal----r.aspxr.aspxr.aspxr.aspx    

        

    



 

 

    

年越しの瞬間を走り抜けろ！年越しの瞬間を走り抜けろ！年越しの瞬間を走り抜けろ！年越しの瞬間を走り抜けろ！    

年越しイベント年越しイベント年越しイベント年越しイベント「行くぜ「行くぜ「行くぜ「行くぜ 7777 年目年目年目年目!!!!!!!!Come&GoCome&GoCome&GoCome&Go!!!!!!!!」開催！」開催！」開催！」開催！    

    

    
本日12月25日(火)定期メンテナンス終了後から年越しイベント「行くぜ 7年目!!Come & Go!!」を開催いた

します。 

 

2012 年は終わりますが、まだまだ戦争は終わりません！！ 

年末年始も『ファンタジーアース ゼロ』をプレイしてお得なアイテムを獲得しましょう！！ 

 

さぁ、みんなで 7 年目へレッツゴー！ 

 

■実施期間■実施期間■実施期間■実施期間 

2012 年12 月25 日(火)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 

 

■イベント概要■イベント概要■イベント概要■イベント概要    

イベント期間中、各期間で戦争に 1 回以上参加すると、様々なアイテムがゲットできます。 

また、報酬アイテムを受け取るとスタンプが獲得でき、その数によってさらに報酬を獲得できます。 

    

参戦日時参戦日時参戦日時参戦日時    参戦報酬参戦報酬参戦報酬参戦報酬    

12/25(火)16:00～12/26(水)9:59 
パワーリジェネ R×5 

シルバーコイン×1 

12/26(水)10:00～12/27(木)9:59 
Pw アップ R×5 

シルバーコイン×1 

12/27(木)10:00～12/28(金)9:59 
フィズアタックゲイン R×5 

シルバーコイン×1 

12/28(金)10:00～12/29(土)9:59 
レアステーキ×15 

シルバーコイン×1 

12/29(土)10:00～12/30(日)9:59 
HP アップ R×5 

シルバーコイン×1 

12/30(日)10:00～12/31(月)9:59 
セルフケアセット×1 

シルバーコイン×1 

12/31(日)10:00～1/1(月)9:59 シルバーコイン×5 



 

 

1/1(火)10:00～1/2(水)9:59 
シルバーコイン×5 

称号「Break of Down」 

1/2(水)10:00～1/3(木)9:59 
ヴィネルワイン×15 

シルバーコイン×1 

1/3(木)10:00～1/4(金)9:59 
ハイパワーポット×15 

シルバーコイン×1 

1/4(金)16:00～1/5(土)9:59 
フィズガードゲイン R×5 

シルバーコイン×1 

1/5(土)10:00～1/6(日)9:59 
ハイリジェネレート×15 

シルバーコイン 

1/6(日)10:00～1/7(月)9:59 
ビルドアタックゲイン R×5 

シルバーコイン 

    

    

スタンプ獲得数スタンプ獲得数スタンプ獲得数スタンプ獲得数    スタンプスタンプスタンプスタンプ獲得獲得獲得獲得報酬報酬報酬報酬    

5 個 特製エンチャントセット 

6 個 アクセサリ：レッドブラッシュ 

8 個 アクセサリ：ズノリカガミ 

10 個 アクセサリ：イチリヅカ 

13 個 称号「煩悩を超えし者」 

    

    

詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。    

http://http://http://http://www.fezero.jp//event/20121225/www.fezero.jp//event/20121225/www.fezero.jp//event/20121225/www.fezero.jp//event/20121225/    

    



 

 

オーブチャージがまだまだお得オーブチャージがまだまだお得オーブチャージがまだまだお得オーブチャージがまだまだお得！！！！    

「「「「6th Anniversary6th Anniversary6th Anniversary6th Anniversary オーブチャージ＆ラリーキャンペーンオーブチャージ＆ラリーキャンペーンオーブチャージ＆ラリーキャンペーンオーブチャージ＆ラリーキャンペーン」」」」第第第第 2222 弾弾弾弾開始！！開始！！開始！！開始！！    

    

 
本日12月25日(火)定期メンテナンス終了後から「6th Anniversaryオーブチャージ＆ラリーキャンペーン

第2 弾」を開催！！ 

第1 弾と報酬ラインアップが変更になり、さらにキャンペーン期間中のオーブチャージがお得です！ 

 

ぜひこの機会を利用して、さらに「6th Anniversary」を楽しんでください！！ 

 

■■■■実実実実施期間施期間施期間施期間    

2012 年12 月25 日(火)定期メンテナンス終了後～2013 年1 月15 日(火)定期メンテナンス開始前 

 

■■■■オーブチャージキャンペーン内容オーブチャージキャンペーン内容オーブチャージキャンペーン内容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倍に

なります！ 

 

購入金額 
オーブチャージ 

通常時 キャンペーン期間中キャンペーン期間中キャンペーン期間中キャンペーン期間中    

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、獲得経験値が 5 倍になる「精錬の密書」をプレゼントいたします！ 

 

■■■■オーブ消費オーブ消費オーブ消費オーブ消費((((ラリーラリーラリーラリー))))キャンペーン内容キャンペーン内容キャンペーン内容キャンペーン内容    

●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はキャンペーン開始前に保有しているオーブの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×1 ハイリジェネレート×5 ハイパワーポット×5 特製エンチャントセット×1 

250A 300A 350A 400A 

シルバーコイン×1 
ビルドアタックブーストR×

5 
セルフケアセット×1 強固の結晶×3 

450A 500A 550A 600A 

シルバーコイン×2 匠の砥石×1 パワーリジェネ R×5 

ブラックサングラス（男性専用） 

ダークサングラス(女性専用) 

or 

精練の密書×1 

650A 700A 750A 800A 

シルバーコイン×3 穿孔の石×1 ヴィネルワイン×10 
完遂の証×1 or 

エクスバンク特約書×1 

850A 900A 950A 1000A 

シルバーコイン×3 流転の羽×1 追憶の壷×1 ゴールドコイン×1 

 

 

詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。    

http://www.fezero.jp/campaighttp://www.fezero.jp/campaighttp://www.fezero.jp/campaighttp://www.fezero.jp/campaign/20121225_02/n/20121225_02/n/20121225_02/n/20121225_02/    

    



 

 

「「「「6666ｔｈｔｈｔｈｔｈ    AnniversaryAnniversaryAnniversaryAnniversary」」」」4444 大ブーストボーナス第大ブーストボーナス第大ブーストボーナス第大ブーストボーナス第 4444 弾！弾！弾！弾！    

「クラスチェンジ・スキルリセット無料」期間開始！！「クラスチェンジ・スキルリセット無料」期間開始！！「クラスチェンジ・スキルリセット無料」期間開始！！「クラスチェンジ・スキルリセット無料」期間開始！！    

    

    
本日12月25日(火)定期メンテナンス終了後から4大ブーストボーナス第4弾「クラスチェンジ･スキルリ

セット無料」期間を開始いたします。 

 

本期間中はクラスチェンジ、スキルリセットがアイテムを使用せずにおこなうことが可能です。 

 

普段はあまりプレイしないクラスを気軽にプレイする絶好のチャンス！ 

ぜひこの機会に多くのクラスをプレイし、年末年始を楽しんでください！！ 

 

■実施期間■実施期間■実施期間■実施期間    

2012 年12 月25 日(火)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 

 

 

詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。    

http://www.fezero.jp/campaign/6th_anniversary/boost.aspxhttp://www.fezero.jp/campaign/6th_anniversary/boost.aspxhttp://www.fezero.jp/campaign/6th_anniversary/boost.aspxhttp://www.fezero.jp/campaign/6th_anniversary/boost.aspx    



 

 

今年もやります！今年もやります！今年もやります！今年もやります！年末年始にやって年末年始にやって年末年始にやって年末年始にやってくるくるくるくる！！！！    

「ゆく年くる年おみくじちゃん」「ゆく年くる年おみくじちゃん」「ゆく年くる年おみくじちゃん」「ゆく年くる年おみくじちゃん」開始！！開始！！開始！！開始！！    

    

 
本日12 月25 日(火)定期メンテナンス終了後より「ゆく年くる年おみくじちゃん」を開始いたします。 

 

今年も年末年始に「ゆく年くる年おみくじちゃん」がやってきました！ 

イベント中に戦争参戦ごとにおみくじポイントを 1 ポイントゲット！1 ポイントで 1 回おみくじを引くこ

とができます！ 

当たりアイテムとして今年もマルクティス武器シリーズを実装いたしました！ 

 

おみくじを引いて、ここだけのレアアイテムを獲得しましょう！ 

 

■実施期間■実施期間■実施期間■実施期間    

2012 年12 月25 日(火)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 

    

【マルクティス武器シリーズ】【マルクティス武器シリーズ】【マルクティス武器シリーズ】【マルクティス武器シリーズ】    

片手武器セット片手武器セット片手武器セット片手武器セット    

片手剣：片手剣：片手剣：片手剣：ディカペテイトディカペテイトディカペテイトディカペテイト    

    

両手武器：両手武器：両手武器：両手武器：グリンカムビグリンカムビグリンカムビグリンカムビ    

    

 
 

 
 



 

 

 

大剣：ティソーナ大剣：ティソーナ大剣：ティソーナ大剣：ティソーナ    

    

短剣：短剣：短剣：短剣：ボティスボティスボティスボティス    

    

 
 

 
 

弓：弓：弓：弓：キヨチカキヨチカキヨチカキヨチカ    

    

銃：銃：銃：銃：カスパールカスパールカスパールカスパール    

    

 
 

 
 

杖：杖：杖：杖：ガブリエルガブリエルガブリエルガブリエル    

    

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：トゥプシマティトゥプシマティトゥプシマティトゥプシマティ    

    

 
 

 
 



 

 

 

刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：フラガラッハフラガラッハフラガラッハフラガラッハ    

    

手甲：手甲：手甲：手甲：アカンタアカンタアカンタアカンタ    

    

 
 

 
 

    

    

詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。    

http://www.fezero.jp/event/20121225_02/http://www.fezero.jp/event/20121225_02/http://www.fezero.jp/event/20121225_02/http://www.fezero.jp/event/20121225_02/    



 

 

『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！ 
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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/ 

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 

 


