
 

 

平成25 年5 月24 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』』』』    

“キセキ“キセキ“キセキ“キセキ””””のコラボレーションがのコラボレーションがのコラボレーションがのコラボレーションがパワーアップして登場パワーアップして登場パワーアップして登場パワーアップして登場！！！！    

新たな『新たな『新たな『新たな『英雄伝説英雄伝説英雄伝説英雄伝説    軌跡シリー軌跡シリー軌跡シリー軌跡シリーズ』とのコラボレーション開始！ズ』とのコラボレーション開始！ズ』とのコラボレーション開始！ズ』とのコラボレーション開始！    

新装備に加え、前回の装備の再販も実施！！新装備に加え、前回の装備の再販も実施！！新装備に加え、前回の装備の再販も実施！！新装備に加え、前回の装備の再販も実施！！    

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、5月24日(金)に『英雄伝説 軌跡シ

リーズ』コラボレーション企画を実施いたします。 

 

『英雄伝説『英雄伝説『英雄伝説『英雄伝説 軌跡シリーズ』総勢軌跡シリーズ』総勢軌跡シリーズ』総勢軌跡シリーズ』総勢 25252525 キャラクターのアイテムが登場キャラクターのアイテムが登場キャラクターのアイテムが登場キャラクターのアイテムが登場！！！！    

「遊撃士協会」と「特務支援課」に分かれて行うコラボレーションイベントや、「遊撃士協会」と「特務支援課」に分かれて行うコラボレーションイベントや、「遊撃士協会」と「特務支援課」に分かれて行うコラボレーションイベントや、「遊撃士協会」と「特務支援課」に分かれて行うコラボレーションイベントや、    

キャラクターボイスが手に入るキャンペーンも同時キャラクターボイスが手に入るキャンペーンも同時キャラクターボイスが手に入るキャンペーンも同時キャラクターボイスが手に入るキャンペーンも同時スタートスタートスタートスタート！！！！！！！！    

 

本日5月24日(金)臨時メンテナンス終了後から7月1日（月）定期メンテナンス開始前までの期間中、『フ

ァンタジーアース ゼロ』と『英雄伝説 軌跡シリーズ』のコラボレーションを実施いたします。 

 コラボレーション期間には『英雄伝説 軌跡シリーズ』のキャラクターをモチーフとした、各種武器・装備･

アクセサリがあたる特別ルーレット『軌跡ルーレット』が実装されるほか、ゲーム内のショップでもコラボレ

ーション限定アイテムを販売いたします！ 

 

■期間限定！『軌跡のルーレット』■期間限定！『軌跡のルーレット』■期間限定！『軌跡のルーレット』■期間限定！『軌跡のルーレット』    

『英雄伝説  軌跡シリーズ』コラボレーション装備が景品アイテムとして登場する、 

期間限定の軌跡のルーレットです。 

「軌跡のコイン」1 枚につき、1 回プレイすることができます。 

今回は「第1 弾 軌跡ルーレット」、「第2 弾 軌跡ルーレット」の 2 点を実装いたします。 

 

■ルーレット実施期間■ルーレット実施期間■ルーレット実施期間■ルーレット実施期間    

5 月24 日(金)臨時メンテナンス終了後から 7 月1 日(月)定期メンテナンス開始前 



 

 

    

■「■「■「■「第第第第 2222 弾弾弾弾    軌跡軌跡軌跡軌跡ののののルーレット」ルーレット」ルーレット」ルーレット」ラインアップラインアップラインアップラインアップ    

※「第※「第※「第※「第 2222 弾弾弾弾    軌跡軌跡軌跡軌跡ののののルーレット」はルーレット」はルーレット」はルーレット」は本コラボレーションで初実装の内容となります本コラボレーションで初実装の内容となります本コラボレーションで初実装の内容となります本コラボレーションで初実装の内容となります。。。。    

 

【防具】【防具】【防具】【防具】    

共通装備 

男性 女性 

ワジワジワジワジセットセットセットセット    ノエルノエルノエルノエルセットセットセットセット    

  

ランディセットランディセットランディセットランディセット    シャーリィセットシャーリィセットシャーリィセットシャーリィセット    

  

アリオスセットアリオスセットアリオスセットアリオスセット    アリアンロードセットアリアンロードセットアリアンロードセットアリアンロードセット    

  

 

        



 

 

【武器】【武器】【武器】【武器】    

両手武器両手武器両手武器両手武器：：：：キル・ザ・キャットキル・ザ・キャットキル・ザ・キャットキル・ザ・キャット    片手武器：ｳﾞｧﾙﾄﾞ･ｳｯﾄﾞﾌﾞﾚｲﾄﾞ片手武器：ｳﾞｧﾙﾄﾞ･ｳｯﾄﾞﾌﾞﾚｲﾄﾞ片手武器：ｳﾞｧﾙﾄﾞ･ｳｯﾄﾞﾌﾞﾚｲﾄﾞ片手武器：ｳﾞｧﾙﾄﾞ･ｳｯﾄﾞﾌﾞﾚｲﾄﾞ    

  

大剣：テスタロッサ大剣：テスタロッサ大剣：テスタロッサ大剣：テスタロッサ    短剣：ゼロ･ブレイカー短剣：ゼロ･ブレイカー短剣：ゼロ･ブレイカー短剣：ゼロ･ブレイカー    

  

銃銃銃銃：：：：猟兵銃･赤い星座カスタム猟兵銃･赤い星座カスタム猟兵銃･赤い星座カスタム猟兵銃･赤い星座カスタム    杖杖杖杖：：：：ロサ･デュナミスロサ･デュナミスロサ･デュナミスロサ･デュナミス    

  

魔導具魔導具魔導具魔導具：：：：みーしぇみーしぇみーしぇみーしぇ    刺突剣刺突剣刺突剣刺突剣：：：：センプレヴェルデセンプレヴェルデセンプレヴェルデセンプレヴェルデ    

  



 

 

手甲：手甲：手甲：手甲：アカシックアームアカシックアームアカシックアームアカシックアーム    
    

 

 

 

    

【ボイスチケット】【ボイスチケット】【ボイスチケット】【ボイスチケット】    

男性男性男性男性    女性女性女性女性    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ：：：：情熱の兄貴Ⅰ情熱の兄貴Ⅰ情熱の兄貴Ⅰ情熱の兄貴Ⅰ    

キャラクター：キャラクター：キャラクター：キャラクター：ランディ･オルランドランディ･オルランドランディ･オルランドランディ･オルランド    

声優：声優：声優：声優：三木眞一郎三木眞一郎三木眞一郎三木眞一郎    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ：：：：可憐な少女Ⅰ可憐な少女Ⅰ可憐な少女Ⅰ可憐な少女Ⅰ    

キャラクター：キャラクター：キャラクター：キャラクター：エリィ･マクダエルエリィ･マクダエルエリィ･マクダエルエリィ･マクダエル    

声優：声優：声優：声優：遠藤綾遠藤綾遠藤綾遠藤綾    

  

ﾎﾞｲｽ：ﾎﾞｲｽ：ﾎﾞｲｽ：ﾎﾞｲｽ：謎めいた少年Ⅱ謎めいた少年Ⅱ謎めいた少年Ⅱ謎めいた少年Ⅱ    

キャラクター：キャラクター：キャラクター：キャラクター：ワジ･ヘミスフィアワジ･ヘミスフィアワジ･ヘミスフィアワジ･ヘミスフィア        

声優：声優：声優：声優：皆川順子皆川順子皆川順子皆川順子    

ﾎﾞｲｽ：ﾎﾞｲｽ：ﾎﾞｲｽ：ﾎﾞｲｽ：勝ち気な勝ち気な勝ち気な勝ち気な少女Ⅰ少女Ⅰ少女Ⅰ少女Ⅰ    

キャラクター：キャラクター：キャラクター：キャラクター：ノエル･シーカーノエル･シーカーノエル･シーカーノエル･シーカー    

声優：声優：声優：声優：浅野真澄浅野真澄浅野真澄浅野真澄    

  

    

        



 

 

■「第■「第■「第■「第 1111 弾弾弾弾    軌跡軌跡軌跡軌跡ののののルーレット」ルーレット」ルーレット」ルーレット」ラインアップラインアップラインアップラインアップ    

※「第※「第※「第※「第 1111 弾弾弾弾    軌跡軌跡軌跡軌跡ののののルーレット」ルーレット」ルーレット」ルーレット」はははは 2012201220122012 年に実施したコラボレーション時と同様の年に実施したコラボレーション時と同様の年に実施したコラボレーション時と同様の年に実施したコラボレーション時と同様の内容となります。内容となります。内容となります。内容となります。    

 

【防具】【防具】【防具】【防具】    

共通装備 

男性 女性 

ヨシュアヨシュアヨシュアヨシュアセットセットセットセット    エステルエステルエステルエステルセットセットセットセット    

  

オリビエオリビエオリビエオリビエセットセットセットセット    クローゼクローゼクローゼクローゼセットセットセットセット    

  

レーヴェレーヴェレーヴェレーヴェセットセットセットセット    レンレンレンレンセットセットセットセット    

  

  



 

 

ケビンセットケビンセットケビンセットケビンセット    エリィセットエリィセットエリィセットエリィセット    

  

ロイドセットロイドセットロイドセットロイドセット    ティオセットティオセットティオセットティオセット    

 
  
  

  
 

銀セット銀セット銀セット銀セット    リーシャセットリーシャセットリーシャセットリーシャセット    

  

 

 

        



 

 

【武器】【武器】【武器】【武器】    

両手武器両手武器両手武器両手武器：：：：リニアグリップリニアグリップリニアグリップリニアグリップ    片手武器：ケルンバイター片手武器：ケルンバイター片手武器：ケルンバイター片手武器：ケルンバイター    

  

両手武器：オールインパクト両手武器：オールインパクト両手武器：オールインパクト両手武器：オールインパクト    大剣：八咫烏大剣：八咫烏大剣：八咫烏大剣：八咫烏    

  

短剣：短剣：短剣：短剣：ミセリコルデミセリコルデミセリコルデミセリコルデ    短剣短剣短剣短剣：：：：ハードブレイカーハードブレイカーハードブレイカーハードブレイカー    

  

  



 

 

銃：銃：銃：銃：リッターズギアリッターズギアリッターズギアリッターズギア    杖：杖：杖：杖：リサーチャーリサーチャーリサーチャーリサーチャー    

  

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：みっしぃみっしぃみっしぃみっしぃ    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：オートクレールオートクレールオートクレールオートクレール    

  

手甲：手甲：手甲：手甲：ヘヴィーセスタスヘヴィーセスタスヘヴィーセスタスヘヴィーセスタス    
    

 

 

    

    

        



 

 

【ボイスチケット】【ボイスチケット】【ボイスチケット】【ボイスチケット】    

男性男性男性男性    女性女性女性女性    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ：：：：頼れる少年Ⅰ頼れる少年Ⅰ頼れる少年Ⅰ頼れる少年Ⅰ    

キャラクター：キャラクター：キャラクター：キャラクター：ロイド･バニングスロイド･バニングスロイド･バニングスロイド･バニングス    

声優：声優：声優：声優：柿原徹也柿原徹也柿原徹也柿原徹也    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ：：：：物静かな少女Ⅰ物静かな少女Ⅰ物静かな少女Ⅰ物静かな少女Ⅰ    

キャラクター：キャラクター：キャラクター：キャラクター：ティオ･プラトーティオ･プラトーティオ･プラトーティオ･プラトー    

声優：声優：声優：声優：水橋かおり水橋かおり水橋かおり水橋かおり    

  

    

    

■ショップ販売■ショップ販売■ショップ販売■ショップ販売    

【アクセサリ【アクセサリ【アクセサリ【アクセサリ】】】】※※※※NewNewNewNew！の表示があるものは今回の新作になります。！の表示があるものは今回の新作になります。！の表示があるものは今回の新作になります。！の表示があるものは今回の新作になります。    

男性 女性 

ワジウィッグワジウィッグワジウィッグワジウィッグ(New(New(New(New！！！！))))    ノエルウィッグノエルウィッグノエルウィッグノエルウィッグ(New(New(New(New！！！！))))    

  

ロイドウィッグロイドウィッグロイドウィッグロイドウィッグ(New(New(New(New！！！！))))    エリィウィッグエリィウィッグエリィウィッグエリィウィッグ(New(New(New(New！！！！))))    

  



 

 

アリオスウィッグアリオスウィッグアリオスウィッグアリオスウィッグ(New(New(New(New！！！！))))    リーシャウィッグリーシャウィッグリーシャウィッグリーシャウィッグ(New(New(New(New！！！！))))    

  

ランディランディランディランディウィッグウィッグウィッグウィッグ    ティオウィッグティオウィッグティオウィッグティオウィッグ    

 
  
  

  
 

レーヴェウィッグレーヴェウィッグレーヴェウィッグレーヴェウィッグ    レンウィッグレンウィッグレンウィッグレンウィッグ    

 
  
  

  
 

    

        



 

 

【ボイスチケット【ボイスチケット【ボイスチケット【ボイスチケット】】】】    

男性男性男性男性    女性女性女性女性    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ：大人びた少年Ⅱ：大人びた少年Ⅱ：大人びた少年Ⅱ：大人びた少年Ⅱ    

キャラクター：ヨシュア･ブライトキャラクター：ヨシュア･ブライトキャラクター：ヨシュア･ブライトキャラクター：ヨシュア･ブライト    

声優：斎賀みつき声優：斎賀みつき声優：斎賀みつき声優：斎賀みつき    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ：快活な少女Ⅰ：快活な少女Ⅰ：快活な少女Ⅰ：快活な少女Ⅰ    

キャラクター：エステル･ブライトキャラクター：エステル･ブライトキャラクター：エステル･ブライトキャラクター：エステル･ブライト    

声優：神田朱未声優：神田朱未声優：神田朱未声優：神田朱未    

  

    

■■■■オリジナルアクセサリやオリジナル称号が獲得できる、オリジナルアクセサリやオリジナル称号が獲得できる、オリジナルアクセサリやオリジナル称号が獲得できる、オリジナルアクセサリやオリジナル称号が獲得できる、コラボレーションイベント開催！！コラボレーションイベント開催！！コラボレーションイベント開催！！コラボレーションイベント開催！！    

「遊撃士協会」と「特務支援課」の各チームに分かれて行うコラボレーションイベントを開催いたします。 

戦争に参戦し、獲得したランクポイント(RP)に応じて、所属チームごとに、オリジナルアクセサリの「おすわ

りみーしぇ」やオリジナル称号、各種お得なアイテムをゲットできます！ 

 

さらにイベント期間中に各ワールドごとにランクポイントを多く集めたキャラクター1 位から 4 位は、特別称

号を獲得することができます！！ 

    

『英雄伝説 軌跡シリーズ』作品のファンの方はもちろん、そうでない方も、ぜひ限定称号獲得を目指して

イベントにチャレンジしてみてください！ 

    

皆さまのイベントへのご参加を心よりお待ちしております。 

    

■実施期間■実施期間■実施期間■実施期間    

【イベント実施期間】 5 月24 日(金)臨時メンテナンス終了後 から 6 月10 日(月)定期メンテナンス開始前 

【アイテム受取期間】 5 月24 日(金)臨時メンテナンス終了後 から 6 月24 日(月)定期メンテナンス開始前 

    

        



 

 

■■■■コラボレーション期間限定！コラボレーション期間限定！コラボレーション期間限定！コラボレーション期間限定！    ボイスチケット、お得なアイテムがもらえるコラボキャンペーン実施！！ボイスチケット、お得なアイテムがもらえるコラボキャンペーン実施！！ボイスチケット、お得なアイテムがもらえるコラボキャンペーン実施！！ボイスチケット、お得なアイテムがもらえるコラボキャンペーン実施！！    

キャンペーン期間中に『ファンタジーアース ゼロ』で新しくキャラクターを作成すると、 

「コラボ限定ボイスチケット」とキャラクター育成に役立つ便利アイテムをプレゼントいたします！！ 

    

■キャンペーン実施期間■キャンペーン実施期間■キャンペーン実施期間■キャンペーン実施期間    

5 月24 日(金)臨時メンテナンス終了後から 7 月1 日(月)定期メンテナンス開始前 

    

    

【ボイスチケット【ボイスチケット【ボイスチケット【ボイスチケット】】】】    

男性男性男性男性    女性女性女性女性    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ：大人びた少年Ⅱ：大人びた少年Ⅱ：大人びた少年Ⅱ：大人びた少年Ⅱ    

キャラクター：ヨシュア･ブライトキャラクター：ヨシュア･ブライトキャラクター：ヨシュア･ブライトキャラクター：ヨシュア･ブライト    

声優：斎賀みつき声優：斎賀みつき声優：斎賀みつき声優：斎賀みつき    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ：快活な少女Ⅰ：快活な少女Ⅰ：快活な少女Ⅰ：快活な少女Ⅰ    

キャラクター：エステル･ブライトキャラクター：エステル･ブライトキャラクター：エステル･ブライトキャラクター：エステル･ブライト    

声優：神田朱未声優：神田朱未声優：神田朱未声優：神田朱未    

  

    

【その他のアイテム【その他のアイテム【その他のアイテム【その他のアイテム】】】】    

新兵支援セット新兵支援セット新兵支援セット新兵支援セット    精練の密書精練の密書精練の密書精練の密書    

  

    

< 新兵支援セット梱包内容 > 

ハイリジェネレート×10、ハイパワーポット×10、フィズアタックゲイン R×5、フィズガードゲイン R×5、HP

アップ R×5、Pw アップ R×5、報酬の密書×1 

 

コラボレーションのコラボレーションのコラボレーションのコラボレーションの詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記特設ページ特設ページ特設ページ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/collaboration/kiseki2/http://www.fezero.jp/collaboration/kiseki2/http://www.fezero.jp/collaboration/kiseki2/http://www.fezero.jp/collaboration/kiseki2/    

    

    



 

 

『軌跡シリーズ』とは『軌跡シリーズ』とは『軌跡シリーズ』とは『軌跡シリーズ』とは    

壮大な世界観と魅力溢れるキャラクター、奥深いストーリーで多くのユーザーから熱い支持を受け続け、

シリーズ累計販売本数180 万本を超える大人気RPG シリーズ。 

日本ゲーム大賞2011 では『英雄伝説 零の軌跡』『英雄伝説 碧の軌跡』がそれぞれ≪優秀賞≫≪フュー

チャー部門賞≫を受賞、PlayStation(R)Awardsでは同作品が2010年度、2011年度において≪ユーザーズ

チョイス賞≫を受賞し、「軌跡シリーズ」としては 2 年連続受賞の快挙を達成するなど高い評価を受けてい

ます。 

更に、超ロングセラー作品として多くのユーザーから支持を受け続ける『英雄伝説 空の軌跡』、『英雄伝説 

零の軌跡』の世界、巨大な帝国を舞台に描かれる大型ストーリーRPG『英雄伝説 閃の軌跡』の発売が

2013 年9 月26 日に予定されているなど、『軌跡』の世界はますます大きな広がりを見せています。 

    

    

    

        



 

 

    

『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    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/ 

トリックスター http://www.trickster.jp/ 

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

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 

狩りとも http://company.gamepot.co.jp/special/karitomo/ 

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

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 

ゆるロボ製作所ふぃーばー http://yururobo.jp 

 


