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『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

任務戦争任務戦争任務戦争任務戦争

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、

ました。 

 

「クロニクルズ」「クロニクルズ」「クロニクルズ」「クロニクルズ」

インターフェースインターフェースインターフェースインターフェース

 

4 月22 日(月)のアップデートにて、

※「クロニクルズ」とは、周囲を霧に包まれた「濃霧戦」や砦を奪い合う「砦戦」など特殊な戦争

コンテンツです。 

新しくなったクロニクルズをぜひチェックしてみてください！！

 

 

 

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』』』』    「クロニクルズ」「クロニクルズ」「クロニクルズ」「クロニクルズ」が大規模が大規模が大規模が大規模リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル

任務戦争任務戦争任務戦争任務戦争の任意作成の任意作成の任意作成の任意作成が可能に！！が可能に！！が可能に！！が可能に！！    

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、4月22日(月)に

「クロニクルズ」「クロニクルズ」「クロニクルズ」「クロニクルズ」がががが大規模大規模大規模大規模リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル！！！！    

インターフェースインターフェースインターフェースインターフェースをををを一新一新一新一新しししし、、、、任務戦争任務戦争任務戦争任務戦争の任意作成が可能にの任意作成が可能にの任意作成が可能にの任意作成が可能に！！！！！！！！

のアップデートにて、「クロニクルズ」※の大規模リニューアルを行いました。

霧に包まれた「濃霧戦」や砦を奪い合う「砦戦」など特殊な戦争(任務戦争

新しくなったクロニクルズをぜひチェックしてみてください！！ 

  

平成25 年4 月23 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル！！！！        

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

！！！！！！！！    

    

を行いました。 

任務戦争)を楽しむことができる



【リニューアル内容】【リニューアル内容】【リニューアル内容】【リニューアル内容】    

・・・・インターフェースインターフェースインターフェースインターフェースの一新の一新の一新の一新    

全体の状況が視覚的に分かるように大幅な変更を行いました。

これにより、各任務戦争の参戦状況やクロニクルズの進行状況など、

必要な情報が簡単に把握することができるようになりました。

 

・任務戦争が任意で作成可能に・任務戦争が任意で作成可能に・任務戦争が任意で作成可能に・任務戦争が任意で作成可能に

任務戦争を通常の戦争と同様に

    

 

 

分かるように大幅な変更を行いました。 

これにより、各任務戦争の参戦状況やクロニクルズの進行状況など、 

必要な情報が簡単に把握することができるようになりました。 

 

・任務戦争が任意で作成可能に・任務戦争が任意で作成可能に・任務戦争が任意で作成可能に・任務戦争が任意で作成可能に    

を通常の戦争と同様に任意で作成が行えるようになりました。 

        

 

 



    ・クロニクルズ限定装備が登場！・クロニクルズ限定装備が登場！・クロニクルズ限定装備が登場！・クロニクルズ限定装備が登場！

砦の獲得状況に応じて「EＸオフィシャル

そこでしか手に入らない新規実装のレア装備が購入可能となります！

通常の「オフィシャルショップ」の

できないため、ぜひ自らの力で「クロニクルズ」を

目指しましょう！！ 

 

 

・司令官ボイスの実装！・司令官ボイスの実装！・司令官ボイスの実装！・司令官ボイスの実装！    

クロニクルズの各司令官にボイスが

 

シグルスシグルスシグルスシグルス（（（（CVCVCVCV：緑川：緑川：緑川：緑川    光光光光））））    

 

 

 

 

・クロニクルズ限定装備が登場！・クロニクルズ限定装備が登場！・クロニクルズ限定装備が登場！・クロニクルズ限定装備が登場！    

オフィシャルショップ」が開店し、 

新規実装のレア装備が購入可能となります！ 

の装備品と異なり、「EＸオフィシャルショップ」の装備は

自らの力で「クロニクルズ」を攻略し、「EＸオフィシャルショップ」の

司令官にボイスが実装されました。(敬称略) 

    ハーゲンハーゲンハーゲンハーゲン（（（（CVCVCVCV：：：：子安子安子安子安    武人武人武人武人））））    クリィムクリィムクリィムクリィム（（（（CVCVCVCV

  

装備はトレードが 

の開店を 

 

CVCVCVCV：：：：寿寿寿寿    美菜子美菜子美菜子美菜子））））    

 



「「「「クロニクルズクロニクルズクロニクルズクロニクルズ

「クロニクルズ」のリニューアルを記念し、

に"勝利"すると便利なアイテムを獲得することができ

  戦争終了後に登場する宝箱にはランダムで様々なアイテムが入っています。

何が出るかはあなた次第！ 好きな宝箱から

    

【イベント実施期間】【イベント実施期間】【イベント実施期間】【イベント実施期間】    

4 月22 日（月）定期メンテナンス終了後より開始

※本イベントの終了については、改めて公式サイトよりお知らせいたします。

 

今までプレイするタイミングが限られていたため、思うように

を機に、ぜひ通常の戦争とは少し違った「クロニクルズ」をお楽しみください！！

 

    

 

 

クロニクルズクロニクルズクロニクルズクロニクルズ」」」」リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル記念記念記念記念！！！！    期間限定期間限定期間限定期間限定イベントイベントイベントイベント開催開催開催開催！！！！！！！！

    

アルを記念し、4 月22 日(月)定期メンテナンス終了後より、

便利なアイテムを獲得することができる、期間限定イベントを開催いたします！

戦争終了後に登場する宝箱にはランダムで様々なアイテムが入っています。 

好きな宝箱から 1 つ選んでアイテムをＧＥＴしましょう！

日（月）定期メンテナンス終了後より開始 

※本イベントの終了については、改めて公式サイトよりお知らせいたします。 

プレイするタイミングが限られていたため、思うように参戦できなかった方も

の戦争とは少し違った「クロニクルズ」をお楽しみください！！ 

        

！！！！！！！！    

定期メンテナンス終了後より、参戦した任務戦争

る、期間限定イベントを開催いたします！ 

つ選んでアイテムをＧＥＴしましょう！ 

 

できなかった方も、このリニューアル



【【【【「「「「クロニクルズクロニクルズクロニクルズクロニクルズ」」」」変更点変更点変更点変更点まとめまとめまとめまとめ

・「任務戦争」の参戦方法の変更

・「クロニクルズ」インターフェースを一新

・「EX オフィシャルショップ」の追加

・司令官ボイスの追加 

 

※記事に使用した画像は開発中のものであり、実際のものと

※リニューアルに伴い以下のシステムは

・進言システム 

・勲章システム 

・フレンド報酬 

・クロニクルズ年代史 

 

 

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記

    

 

 

まとめまとめまとめまとめ】】】】    

の参戦方法の変更 

インターフェースを一新 

の追加 

※記事に使用した画像は開発中のものであり、実際のものと一部異なる場合がございます。

に伴い以下のシステムは削除・修正を行います。 

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル特設ページをご参照ください。特設ページをご参照ください。特設ページをご参照ください。特設ページをご参照ください。    

http://www.fezero.jp/chronicles/http://www.fezero.jp/chronicles/http://www.fezero.jp/chronicles/http://www.fezero.jp/chronicles/    

    

    

        

異なる場合がございます。 



『『『『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

 

4 月22 日(月) 12：00～5 月7 日

済キャンペーン」を開催いたします。

キャンペーン期間中に au かんたん決済を利用してオーブを購入すると、

するキャンペーンオーブをプレゼント

通常のオーブボーナスはそのまま

お得なこの機会をお見逃しなく！

 

【キャンペーン期間】【キャンペーン期間】【キャンペーン期間】【キャンペーン期間】    

2013 年4 月22 日(月) 12：00～2013

    

【【【【オーブオーブオーブオーブチャージ一覧】チャージ一覧】チャージ一覧】チャージ一覧】    

ご購入金額 
通常時 

500 円 50A  

1,000 円 100A  

2,000 円 200A 

3,000 円 300A +15A 

5,000 円 500A +30A 

10,000 円 1000A +70A 

 

 

 

詳細は下記キャンペーン特設ページをご参照ください。詳細は下記キャンペーン特設ページをご参照ください。詳細は下記キャンペーン特設ページをご参照ください。詳細は下記キャンペーン特設ページをご参照ください。

http://www.gamepot.co.jp/campaign/130422kddi_campaign/http://www.gamepot.co.jp/campaign/130422kddi_campaign/http://www.gamepot.co.jp/campaign/130422kddi_campaign/http://www.gamepot.co.jp/campaign/130422kddi_campaign/

 

 

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』』』』限定！限定！限定！限定！    春の春の春の春の auauauau かんたん決済キャンペーンかんたん決済キャンペーンかんたん決済キャンペーンかんたん決済キャンペーン

日(火)9：59 まで、「『ファンタジーアース ゼロ』限定！ 春の

」を開催いたします。 

かんたん決済を利用してオーブを購入すると、もれなく購入額の

をプレゼントいたします！ 

はそのままなので、3,000 円以上チャージをするとさらにお得！

お得なこの機会をお見逃しなく！ 

2013 年5 月7 日(火)9：59 

オーブチャージ 

キャンペーン期間中 

50A +5A→55A 

100A +10A→110A 

200A + 20A→220A 

300A +15A ボーナス  300A +15A ボーナス+30A 

500A +30A ボーナス 500A + 30A ボーナス+50A

1000A +70A ボーナス 1000A +70A ボーナス+100A

詳細は下記キャンペーン特設ページをご参照ください。詳細は下記キャンペーン特設ページをご参照ください。詳細は下記キャンペーン特設ページをご参照ください。詳細は下記キャンペーン特設ページをご参照ください。    

http://www.gamepot.co.jp/campaign/130422kddi_campaign/http://www.gamepot.co.jp/campaign/130422kddi_campaign/http://www.gamepot.co.jp/campaign/130422kddi_campaign/http://www.gamepot.co.jp/campaign/130422kddi_campaign/    

 

かんたん決済キャンペーンかんたん決済キャンペーンかんたん決済キャンペーンかんたん決済キャンペーン 

春の au かんたん決

もれなく購入額の 10％に相当

円以上チャージをするとさらにお得！ 

+30A →345A  

+50A→580A 

+100A→1170A 

  



『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

体感してください！ 

 

©2005-2013 SQUARE ENIX CO., Ltd. All Rights Reserved. Licensed to Gamepot Inc. 

 

 

 

    

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

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

 

 
SQUARE ENIX CO., Ltd. All Rights Reserved. Licensed to Gamepot Inc.  

  

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

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、

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。（

（※）AGGP Holdings,Inc.はソネットエンタテインメント株式会社のグループ会社です。

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 

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、

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/

はソネットエンタテインメント株式会社のグループ会社です。 

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.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、AGGP Holdings,Inc.（※）
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