
各位 

所属国家によってデザインが変化する共通装備を始め所属国家によってデザインが変化する共通装備を始め所属国家によってデザインが変化する共通装備を始め所属国家によってデザインが変化する共通装備を始め

新装備新装備新装備新装備

さらにさらにさらにさらに！！！！    新規や復帰者向けの新規や復帰者向けの新規や復帰者向けの新規や復帰者向けの

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

以下ゲームポット）は、Windows®

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、

ます。 

 

国家別に色が変わる共通装備を始め装備国家別に色が変わる共通装備を始め装備国家別に色が変わる共通装備を始め装備国家別に色が変わる共通装備を始め装備

装備とデザイン装備とデザイン装備とデザイン装備とデザイン

 

本日 3 月25 日(月)のアップデートにて、

に追加いたします。 

軍服をモチーフとした共通装備は

す！ 

フェンサー防具、セスタス防具は

ザインとなっております。 

新たな装備を身にまとい、さらに戦場を盛り上げましょう！！

 

 

平成

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』』』』    

所属国家によってデザインが変化する共通装備を始め所属国家によってデザインが変化する共通装備を始め所属国家によってデザインが変化する共通装備を始め所属国家によってデザインが変化する共通装備を始め    

新装備新装備新装備新装備 6666 点と武器点と武器点と武器点と武器 10101010 点がカジノに登場！点がカジノに登場！点がカジノに登場！点がカジノに登場！    

新規や復帰者向けの新規や復帰者向けの新規や復帰者向けの新規や復帰者向けの支援キャンペーン支援キャンペーン支援キャンペーン支援キャンペーン開催開催開催開催！！！！！！！！

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、

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

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、3月25日(月)に

国家別に色が変わる共通装備を始め装備国家別に色が変わる共通装備を始め装備国家別に色が変わる共通装備を始め装備国家別に色が変わる共通装備を始め装備 6666 点を追加点を追加点を追加点を追加！！！！    

装備とデザイン装備とデザイン装備とデザイン装備とデザインのののの相性相性相性相性が良いが良いが良いが良い新規武器新規武器新規武器新規武器10101010 点も新たに登場！！点も新たに登場！！点も新たに登場！！点も新たに登場！！

アップデートにて、新規装備 6 点に加え、新規武器10 点を「ヴィラーノルーレット」

軍服をモチーフとした共通装備は今までにないポイントとして、国家別にデザインが変化

フェンサー防具、セスタス防具は共に追加される武器と非常に相性がよく、コーディネイトがしやすい

、さらに戦場を盛り上げましょう！！ 

 

平成25 年3 月25 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

    

！！！！！！！！    

区、代表取締役社長：植田修平、

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

にアップデートを行い

点も新たに登場！！点も新たに登場！！点も新たに登場！！点も新たに登場！！    

    
点を「ヴィラーノルーレット」

別にデザインが変化をいたしま

がよく、コーディネイトがしやすいデ

  



男性 

サージェントサージェントサージェントサージェントセットセットセットセット

フェヒターフェヒターフェヒターフェヒターセットセットセットセット    

グラップラーグラップラーグラップラーグラップラーセットセットセットセット

 

 

 

【防具】【防具】【防具】【防具】    

女性 

共通防具 

セットセットセットセット    コーポラルコーポラルコーポラルコーポラルセットセットセットセット

 

フェンサー防具 

    ゼルトナーゼルトナーゼルトナーゼルトナーセットセットセットセット

 

セスタス防具 

セットセットセットセット    マーシャルマーシャルマーシャルマーシャルセットセットセットセット

 

 

セットセットセットセット    

 

セットセットセットセット    

 

セットセットセットセット    

 



片手剣：片手剣：片手剣：片手剣：アンパッサンアンパッサンアンパッサンアンパッサン

 

両手武器：両手武器：両手武器：両手武器：フィアンケットフィアンケットフィアンケットフィアンケット

 

短剣：短剣：短剣：短剣：ギャンビットギャンビットギャンビットギャンビット    

 

 

 

 

【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    

アンパッサンアンパッサンアンパッサンアンパッサン    盾：盾：盾：盾：プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション

 
 

フィアンケットフィアンケットフィアンケットフィアンケット    大剣：大剣：大剣：大剣：グランドフォークグランドフォークグランドフォークグランドフォーク

 
 

    弓：弓：弓：弓：ピンナッパーピンナッパーピンナッパーピンナッパー

 
 

プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション    

 

グランドフォークグランドフォークグランドフォークグランドフォーク    

 

ピンナッパーピンナッパーピンナッパーピンナッパー    

 



銃：銃：銃：銃：キャッスリングキャッスリングキャッスリングキャッスリング

 

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：チェックメイトチェックメイトチェックメイトチェックメイト

 

手甲：手甲：手甲：手甲：トゥールキャッサートゥールキャッサートゥールキャッサートゥールキャッサー

 

 

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記

 

 

キャッスリングキャッスリングキャッスリングキャッスリング    杖：杖：杖：杖：ビショップロッドビショップロッドビショップロッドビショップロッド

 
 

チェックメイトチェックメイトチェックメイトチェックメイト    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：スキュアースキュアースキュアースキュアー

 
 

トゥールキャッサートゥールキャッサートゥールキャッサートゥールキャッサー    
    

 

 

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記ルーレット特設ページルーレット特設ページルーレット特設ページルーレット特設ページをご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。    

http://www.fezero.jp/roulette/http://www.fezero.jp/roulette/http://www.fezero.jp/roulette/http://www.fezero.jp/roulette/    

ビショップロッドビショップロッドビショップロッドビショップロッド    

 

スキュアースキュアースキュアースキュアー    

 

        



これから「ファンタジーアースこれから「ファンタジーアースこれから「ファンタジーアースこれから「ファンタジーアース

キャラクターを作ればすぐキャラクターを作ればすぐキャラクターを作ればすぐキャラクターを作ればすぐ

    

本日3月25日(月)定期メンテナンス終了後から

兵大支援キャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンでは新規作成されたキャラクターを対象に、

消耗アイテムを所持した状態でのゲーム開始、

ンタジーアース ゼロ」を始める方

さらにキャンペーン期間中に新規作成されたアカウントを対象に、累計で

ごとに装備やアクセサリをプレゼント！！

キャラクターの新規作成、オーブチャージ

て、ぜひこの機会をご利用ください

    

■対象：キャンペーン中新規作成キャラクター■対象：キャンペーン中新規作成キャラクター■対象：キャンペーン中新規作成キャラクター■対象：キャンペーン中新規作成キャラクター

テキサスセット

カントリーセット

 

マルス

トールハンマー

チェッカーシールド

フランベルジュ

レベナントソーン

ドルフィン

スペルブローク

ニンバス

バアル

クラテロス

マクロシェリス

 

 

 

これから「ファンタジーアースこれから「ファンタジーアースこれから「ファンタジーアースこれから「ファンタジーアース    ゼロ」をはじめる方に朗報！ゼロ」をはじめる方に朗報！ゼロ」をはじめる方に朗報！ゼロ」をはじめる方に朗報！    

キャラクターを作ればすぐキャラクターを作ればすぐキャラクターを作ればすぐキャラクターを作ればすぐにににに高レベル、最高性能の武器・装備も体験できる！！高レベル、最高性能の武器・装備も体験できる！！高レベル、最高性能の武器・装備も体験できる！！高レベル、最高性能の武器・装備も体験できる！！

「新兵大支援キャンペーン」「新兵大支援キャンペーン」「新兵大支援キャンペーン」「新兵大支援キャンペーン」開催開催開催開催！！！！！！！！    

定期メンテナンス終了後から5月7日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

いたします。 

本キャンペーンでは新規作成されたキャラクターを対象に、最高性能の装備・武器を始め、各種高性能

消耗アイテムを所持した状態でのゲーム開始、即時のレベルアップなどが可能となっており

方にはこれ以上ない機会となっております！ 

さらにキャンペーン期間中に新規作成されたアカウントを対象に、累計で 5,000 円オーブチャージを行う

プレゼント！！ 

キャラクターの新規作成、オーブチャージはもちろん、「ファンタジーアース ゼロ」を未体験の方を誘っ

をご利用ください！ 

【特典アイテム一覧】【特典アイテム一覧】【特典アイテム一覧】【特典アイテム一覧】 

【キャラクター作成初期所持装備】 

■対象：キャンペーン中新規作成キャラクター■対象：キャンペーン中新規作成キャラクター■対象：キャンペーン中新規作成キャラクター■対象：キャンペーン中新規作成キャラクター    

 

装備装備装備装備    種類種類種類種類    

テキサスセット(CP) 男性共通装備 

カントリーセット(CP) 女性共通装備 

武器武器武器武器    種類種類種類種類    

マルス(CP) 両手武器 

トールハンマー(CP) 片手剣 

チェッカーシールド(CP) 盾 

フランベルジュ(CP) 大剣 

レベナントソーン(CP) 短剣 

ドルフィン(CP) 弓 

スペルブローク(CP) 銃 

ニンバス(CP) 杖 

バアル(CP) 魔導具 

クラテロス(CP) 刺突剣 

マクロシェリス(CP) 手甲 

    

高レベル、最高性能の武器・装備も体験できる！！高レベル、最高性能の武器・装備も体験できる！！高レベル、最高性能の武器・装備も体験できる！！高レベル、最高性能の武器・装備も体験できる！！    

    
日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、「新

最高性能の装備・武器を始め、各種高性能

が可能となっており、新たに「ファ

円オーブチャージを行う

ゼロ」を未体験の方を誘っ



※各装備・武器は、低耐久、耐久回復不可、

ャンペーン特別仕様となっております。

 

 

【キャラクター作成初期所持消耗アイテム】

■対象：キャンペーン中新規作成キャラクター■対象：キャンペーン中新規作成キャラクター■対象：キャンペーン中新規作成キャラクター■対象：キャンペーン中新規作成キャラクター

戦線戦線戦線戦線

ハイリジェネレート

ハイパワーポット

ヴィネルケーキ

フィズアタックゲイン

フィズガードゲイン

ＨＰアップ

Ｐｗアップ

パワーリジェネ

フェンサーパス

※「フェンサーパス」はフェンサーへのクラスチェンジ用アイテムセットとなります。

【梱包内容】ハーピーの風切り羽根×

    

■対象：キャンペーン中新規作成アカウント■対象：キャンペーン中新規作成アカウント■対象：キャンペーン中新規作成アカウント■対象：キャンペーン中新規作成アカウント

特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム

プチデビルウィング

アイバンデージ

ブラックサングラス

ダークサングラス

    

    

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記

http://www.fezero.jp/campaign/20130325_02/

 

 

耐久回復不可、トレード不可、リサイクル不可、売却金額0G

ャンペーン特別仕様となっております。 

【キャラクター作成初期所持消耗アイテム】 

■対象：キャンペーン中新規作成キャラクター■対象：キャンペーン中新規作成キャラクター■対象：キャンペーン中新規作成キャラクター■対象：キャンペーン中新規作成キャラクター    

 

戦線戦線戦線戦線支援セットアイテム援セットアイテム援セットアイテム援セットアイテム        個数個数個数個数    

ハイリジェネレート  99 

ハイパワーポット  99 

ヴィネルケーキ  50 

フィズアタックゲイン R  25 

フィズガードゲイン R   25 

ＨＰアップ R   25 

Ｐｗアップ R  25 

パワーリジェネ R   25 

フェンサーパス 1 

※「フェンサーパス」はフェンサーへのクラスチェンジ用アイテムセットとなります。

【梱包内容】ハーピーの風切り羽根×1、ビギナーレイピア×1 

【オーブチャージ特典装備】    

■対象：キャンペーン中新規作成アカウント■対象：キャンペーン中新規作成アカウント■対象：キャンペーン中新規作成アカウント■対象：キャンペーン中新規作成アカウント    

 

特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム    種類種類種類種類    

プチデビルウィング 男女共通頭装備 

アイバンデージ 男女共通頭装備 

ブラックサングラス 

ダークサングラス 

男性アクセサリ 

女性アクセサリ 

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記キャンペーン特設ページキャンペーン特設ページキャンペーン特設ページキャンペーン特設ページをご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。    

http://www.fezero.jp/campaign/20130325_02/ 

    

    

    

    

0G、能力値最大のキ

※「フェンサーパス」はフェンサーへのクラスチェンジ用アイテムセットとなります。 

        



久しぶりに「ファンタジーアース久しぶりに「ファンタジーアース久しぶりに「ファンタジーアース久しぶりに「ファンタジーアース

戦場に戻るならば今がチャンス！戦場に戻るならば今がチャンス！戦場に戻るならば今がチャンス！戦場に戻るならば今がチャンス！

    本日3月25日(月)定期メンテナンス終了後から

線復帰キャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンでは、2013年1

トを対象とし、ログインを行うことで、お得なアイテムを獲得することが出来ます。

さらにキャンペーン対象アカウントは、累計で

獲得することができます。 

お得なアイテムを獲得し、勢いをつけて戦線に復帰しましょう！！

 

■対象：2013 年1 月15

 

ゴールドコイン

流転の羽

エクスバンク特約書

ハイリジェネレート

ハイパワーポット

鍛錬の秘伝書

特製エンチャントセット

 

■対象：2013 年1 月15

特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム

完遂の証

or 

エクスバンク特約書

    

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記

http://www.fezero.jp/campaign/20130325_01/

    

 

 

久しぶりに「ファンタジーアース久しぶりに「ファンタジーアース久しぶりに「ファンタジーアース久しぶりに「ファンタジーアース    ゼロ」をプレイする人にも朗報！ゼロ」をプレイする人にも朗報！ゼロ」をプレイする人にも朗報！ゼロ」をプレイする人にも朗報！

戦場に戻るならば今がチャンス！戦場に戻るならば今がチャンス！戦場に戻るならば今がチャンス！戦場に戻るならば今がチャンス！    「戦線復帰キャンペーン」「戦線復帰キャンペーン」「戦線復帰キャンペーン」「戦線復帰キャンペーン」開催開催開催開催！！！！！！！！

    

定期メンテナンス終了後から5月7日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

線復帰キャンペーン」を開催いたします。  

1月15日(火) 定期メンテナンス終了後以降、ログインしていない

トを対象とし、ログインを行うことで、お得なアイテムを獲得することが出来ます。    

さらにキャンペーン対象アカウントは、累計で 5,000 円オーブチャージを行うごとに装備やアクセサリを

お得なアイテムを獲得し、勢いをつけて戦線に復帰しましょう！！ 

【特典アイテム一覧】【特典アイテム一覧】【特典アイテム一覧】【特典アイテム一覧】 

【ログイン特典アイテム】 

15 日(火) 定期メンテナンス終了後以降、ログインしていない

特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム    個数個数個数個数    

ゴールドコイン 3 

流転の羽 1 

エクスバンク特約書 1 

ハイリジェネレート 99 

ハイパワーポット 99 

鍛錬の秘伝書(CP) 20 

特製エンチャントセット 3 

【オーブチャージ特典アイテム】 

15 日(火) 定期メンテナンス終了後以降、ログインしていない

 

特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム    個数個数個数個数    

完遂の証 1 

   

エクスバンク特約書 1 

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記キャンペーン特設ページキャンペーン特設ページキャンペーン特設ページキャンペーン特設ページをご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。    

http://www.fezero.jp/campaign/20130325_01/    

        

ゼロ」をプレイする人にも朗報！ゼロ」をプレイする人にも朗報！ゼロ」をプレイする人にも朗報！ゼロ」をプレイする人にも朗報！    

！！！！！！！！    

    

日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、「戦

ログインしていないアカウン

円オーブチャージを行うごとに装備やアクセサリを

ログインしていないアカウント 

ログインしていないアカウント 



『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』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

を楽しむことができる、オンラインアクション

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

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

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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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。 

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

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

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
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人のプレイヤーによる、リアルタイムで多人数の戦争

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

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

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

 

 



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    

Wizardry Online 

トキメキファンタジー ラテール 

スカッとゴルフ パンヤ    

CABAL ONLINE 

ペーパーマン 

ファンタジーアース ゼロ 

コンチェルトゲート フォルテ 

トリックスター 

Livly Island COR 

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-

童話スピリッツ-海と空の島々- 

狩りとも 

わグルま！    

ラテール イリス物語 

蒼穹ドラゴンギルド 

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 

ゆるロボ製作所ふぃーばー 

 

 

 

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.wizardry-online.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.cgf.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://www.livly.com/ 

- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/

http://company.gamepot.co.jp/special/douwa3/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/karitomo/

http://www.waguruma.jp/ 

http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

http://pf.mbga.jp/12010535 

http://yururobo.jp 

http://yururobo.jp 

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://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

co.jp/special/karitomo/ 

 


