
各位 

『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

フィールドマップの変更・調整を実施フィールドマップの変更・調整を実施フィールドマップの変更・調整を実施フィールドマップの変更・調整を実施

さらにさらにさらにさらに声声声声屋販売に新規ボイス追加！屋販売に新規ボイス追加！屋販売に新規ボイス追加！屋販売に新規ボイス追加！

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、

施いたしました。 

 

 

さらにさらにさらにさらに 4444 フィールドのマップ、フィールドのマップ、フィールドのマップ、フィールドのマップ、

6 月17 日(月)より、新機能「戦場復帰機能」を実装し、さらに

2 フィールドのキープ位置及びクリスタル

 

■戦場復帰機能の実装■戦場復帰機能の実装■戦場復帰機能の実装■戦場復帰機能の実装        

本機能は参戦中にゲームクライアントが異常終了した場合に

これまでは戦場から離脱をすると戦場が満員になり、再参戦が出来なくなっていたところを、

に再接続を行うことで、優先して再参戦

本機能が適用された場合、ゲームに

され、 「参戦」を選択すると参戦していた戦場に復帰できます。

 

 

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』』』』    アップデート「戦場復帰機能」を新規実装アップデート「戦場復帰機能」を新規実装アップデート「戦場復帰機能」を新規実装アップデート「戦場復帰機能」を新規実装

フィールドマップの変更・調整を実施フィールドマップの変更・調整を実施フィールドマップの変更・調整を実施フィールドマップの変更・調整を実施！！！！    

屋販売に新規ボイス追加！屋販売に新規ボイス追加！屋販売に新規ボイス追加！屋販売に新規ボイス追加！    セールも開催セールも開催セールも開催セールも開催と内容盛りだくさん！と内容盛りだくさん！と内容盛りだくさん！と内容盛りだくさん！

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、6 月 17 日(月)に、

新機能「新機能「新機能「新機能「戦場復帰機能戦場復帰機能戦場復帰機能戦場復帰機能」」」」を実装！を実装！を実装！を実装！    

フィールドのマップ、フィールドのマップ、フィールドのマップ、フィールドのマップ、2222 フィールドのキープ･クリスタルフィールドのキープ･クリスタルフィールドのキープ･クリスタルフィールドのキープ･クリスタルのののの位置位置位置位置をををを変更変更変更変更

 

新機能「戦場復帰機能」を実装し、さらに 4 フィールドのマップの差し替え、

キープ位置及びクリスタルの位置を変更いたしました。 

本機能は参戦中にゲームクライアントが異常終了した場合に利用することができ、 

までは戦場から離脱をすると戦場が満員になり、再参戦が出来なくなっていたところを、

優先して再参戦をできるようにする機能です。 

本機能が適用された場合、ゲームにログイン後、キャラクターセレクト画面にて専用のダイヤログが表

を選択すると参戦していた戦場に復帰できます。  

平成25 年6 月17 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

アップデート「戦場復帰機能」を新規実装アップデート「戦場復帰機能」を新規実装アップデート「戦場復帰機能」を新規実装アップデート「戦場復帰機能」を新規実装！！！！    

と内容盛りだくさん！と内容盛りだくさん！と内容盛りだくさん！と内容盛りだくさん！    

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、アップデートを実

変更変更変更変更！！！！    

マップの差し替え、 

までは戦場から離脱をすると戦場が満員になり、再参戦が出来なくなっていたところを、一定時間内

、キャラクターセレクト画面にて専用のダイヤログが表示



戦場に復帰すると、エンチャントやアイテムコストなどの戦争ステータスが復元されます。

より楽しみやすくなった戦争をぜひ

 

 

 

    

 

 

戦場に復帰すると、エンチャントやアイテムコストなどの戦争ステータスが復元されます。

ぜひプレイしてください！ 

        

 

戦場に復帰すると、エンチャントやアイテムコストなどの戦争ステータスが復元されます。  

 



■フィールドマップ変更・調整■フィールドマップ変更・調整■フィールドマップ変更・調整■フィールドマップ変更・調整    

4 フィールドのマップ差し替え、2

変更対象フィールドは以下の通りです。

 

＜対象＜対象＜対象＜対象フィールドフィールドフィールドフィールド＞＞＞＞    

    

ワーグノスの地ワーグノスの地ワーグノスの地ワーグノスの地    

    

ブリザール湿原ブリザール湿原ブリザール湿原ブリザール湿原    

    

インベイ高地インベイ高地インベイ高地インベイ高地    / / / / アシロマ山麗アシロマ山麗アシロマ山麗アシロマ山麗

キープ位置及びクリスタル位置の変更

 

変更されたフィールドや、新たなキープ・クリスタル位置での戦争を

 

今後も皆さまに快適なゲームを

努めてまいります。 

 

詳細は詳細は詳細は詳細は『『『『ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー

    

    

 

 

2 フィールドのキープ位置及びクリスタル位置の変更を行いました。

変更対象フィールドは以下の通りです。 

    ロッシ雪原ロッシ雪原ロッシ雪原ロッシ雪原    

 

    ジバージバージバージバーググググ遺跡遺跡遺跡遺跡    

 

アシロマ山麗アシロマ山麗アシロマ山麗アシロマ山麗    

キープ位置及びクリスタル位置の変更 

変更されたフィールドや、新たなキープ・クリスタル位置での戦争をぜひお楽しみください。

ゲームをお楽しみ頂ける環境づくりを目指し、各調整や、ゲーム内

ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジーアースアースアースアース    ゼロ』公式サイトよりゼロ』公式サイトよりゼロ』公式サイトよりゼロ』公式サイトよりご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。

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

    

        

キープ位置及びクリスタル位置の変更を行いました。 

 

 

お楽しみください。 

各調整や、ゲーム内利便性向上に

ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。    



声屋声屋声屋声屋販売ボイスチケットのセール開始販売ボイスチケットのセール開始販売ボイスチケットのセール開始販売ボイスチケットのセール開始

6月17日(月)定期メンテナンス終了後から

で販売をおこなっているボイスチケットのセールキャンペーンを開始いたします

 セールと同時にショップ販売ラインアップに男女各

ぜひチェックしてみてください！

 

＜新規追加ボイス＞＜新規追加ボイス＞＜新規追加ボイス＞＜新規追加ボイス＞    

【男性】ﾎﾞｲｽ 飄々とした青年Ⅰ

【女性】ﾎﾞｲｽ 優しい女性Ⅰ 

 

セール対象チケットの詳細は以下の通りです。

 

■男性ボイスチケット■男性ボイスチケット■男性ボイスチケット■男性ボイスチケット    

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    

ﾎﾞｲｽ 青年Ⅰ 中井

ﾎﾞｲｽ 豪快な男Ⅰ 小山

ﾎﾞｲｽ 怪しい青年Ⅰ 櫻井

ﾎﾞｲｽ 生意気な男Ⅰ 中田

ﾎﾞｲｽ 意志の強い少年Ⅰ 緑川

ﾎﾞｲｽ ガラの悪い少年Ⅰ 保志

ﾎﾞｲｽ クールな男Ⅰ 子安

ﾎﾞｲｽ お調子者Ⅰ 杉田

ﾎﾞｲｽ お調子者Ⅱ 杉田

ﾎﾞｲｽ 大人びた少年Ⅰ 小野

ﾎﾞｲｽ 飄々とした青年Ⅰ 池田

ﾎﾞｲｽ 青年ⅠR(リング販売)    中井

    

    

 

 

販売ボイスチケットのセール開始販売ボイスチケットのセール開始販売ボイスチケットのセール開始販売ボイスチケットのセール開始！！！！    セールと同時に新規ボイスを追加セールと同時に新規ボイスを追加セールと同時に新規ボイスを追加セールと同時に新規ボイスを追加

 

定期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、

で販売をおこなっているボイスチケットのセールキャンペーンを開始いたします。 

セールと同時にショップ販売ラインアップに男女各1 点ずつの新規ボイスチケットを追加いたします！

ぜひチェックしてみてください！ 

飄々とした青年Ⅰ (CV: 池田 秀一) 

 (CV：井口 裕香) 

セール対象チケットの詳細は以下の通りです。 

声優声優声優声優    通常価格通常価格通常価格通常価格(A)(A)(A)(A)    セールセールセールセール価格価格価格価格    
通常価格通常価格通常価格通常価格

(Ring)(Ring)(Ring)(Ring)

中井 和哉 128128128128    78787878    ―

小山 力也 128128128128    78787878    ―

櫻井 孝宏 128128128128    78787878    ―

中田 譲治 128128128128    78787878    ―

緑川 光 128128128128    78787878    ―

保志 総一朗 128128128128    78787878    ―

子安 武人 128128128128    78787878    ―

杉田 智和 128128128128    78787878    ―

杉田 智和 128128128128    78787878    ―

小野 大輔 128128128128    78787878    ―

池田 秀一 128128128128    78787878    ―

中井 和哉 ― ― 

        

セールと同時に新規ボイスを追加セールと同時に新規ボイスを追加セールと同時に新規ボイスを追加セールと同時に新規ボイスを追加！！！！！！！！    

日（月）定期メンテナンス開始前までの期間中、各声屋

点ずつの新規ボイスチケットを追加いたします！ 

通常価格通常価格通常価格通常価格

(Ring)(Ring)(Ring)(Ring)    
セールセールセールセール価格価格価格価格    

― ― 

― ― 

― ― 

― ― 

― ― 

― ― 

― ― 

― ― 

― ― 

― ― 

― ― 

600600600600    500500500500    



■女性ボイスチケット■女性ボイスチケット■女性ボイスチケット■女性ボイスチケット    

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    

ﾎﾞｲｽ 女性Ⅰ 

ﾎﾞｲｽ 陽気な女性Ⅰ 

ﾎﾞｲｽ 弱気な女性Ⅰ 

ﾎﾞｲｽ 意思の強い女性Ⅰ 

ﾎﾞｲｽ 陰気な少女Ⅰ 

ﾎﾞｲｽ 凛々しい女騎士Ⅰ 

ﾎﾞｲｽ アイドルⅠ 

ﾎﾞｲｽ 上品な少女Ⅱ 

ﾎﾞｲｽ 天然少女Ⅰ 

ﾎﾞｲｽ 優しい女性Ⅰ 

ﾎﾞｲｽ 女性ⅠR(リング販売)    

    

 

詳細は詳細は詳細は詳細は『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

    

    

 

 

声優声優声優声優    通常価格通常価格通常価格通常価格(A)(A)(A)(A)    セールセールセールセール価格価格価格価格    
通常価格通常価格通常価格通常価格

(Ring)(Ring)(Ring)(Ring)

小清水 亜美 128128128128    78787878    ―

朴 ロ美 128128128128    78787878    ―

鹿野 優以 128128128128    78787878    ―

田中 理恵 128128128128    78787878    ―

能登 麻美子 128128128128    78787878    ―

水樹 奈  々 128128128128    78787878    ―

田中 理恵 128128128128    78787878    ―

新井 里美 128128128128    78787878    ―

豊崎 愛生 128128128128    78787878    ―

井口 裕香 128128128128    78787878    ―

小清水 亜美 ― ― 

『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』公式サイトよりゼロ』公式サイトよりゼロ』公式サイトよりゼロ』公式サイトよりご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。

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

    

        

通常価格通常価格通常価格通常価格

(Ring)(Ring)(Ring)(Ring)    
セールセールセールセール価格価格価格価格    

― ― 

― ― 

― ― 

― ― 

― ― 

― ― 

― ― 

― ― 

― ― 

― ― 

600600600600    500500500500    

ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。    



『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

6 月17 日(月)より｢オーブチャージ

本キャンペーンはオーブボーナス、お得なアイテムプレゼントに加え、新規実装の「クラスバトル」ミニ

ゲームをプレイすることにより、さらに追加アイテム

新規実装のミニゲームを楽しみ

 

■実施期間■実施期間■実施期間■実施期間    

 2013 年6 月17 日(月)定期メンテナンス終了後から

 

■オーブチャージキャンペーン■オーブチャージキャンペーン■オーブチャージキャンペーン■オーブチャージキャンペーン

キャンペーン期間中に、1 度に

通常の 2 倍のオーブボーナスや、ゲーム内アイテムをもれなくプレゼント

 

    

    

 

 

『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&&&&クラスバトルキャンペーン』開始！！クラスバトルキャンペーン』開始！！クラスバトルキャンペーン』開始！！クラスバトルキャンペーン』開始！！    

 

より｢オーブチャージ&クラスバトルキャンペーン｣を開始いたします。 

本キャンペーンはオーブボーナス、お得なアイテムプレゼントに加え、新規実装の「クラスバトル」ミニ

することにより、さらに追加アイテムが獲得できます！！ 

新規実装のミニゲームを楽しみ、お得なアイテムをゲットしてください！ 

定期メンテナンス終了後から 2013 年7 月1 日(月)定期メンテナンス

■オーブチャージキャンペーン■オーブチャージキャンペーン■オーブチャージキャンペーン■オーブチャージキャンペーン    

度に 3,000 円以上オーブを購入された方に 

倍のオーブボーナスや、ゲーム内アイテムをもれなくプレゼントいたします！

        

 

 

本キャンペーンはオーブボーナス、お得なアイテムプレゼントに加え、新規実装の「クラスバトル」ミニ

定期メンテナンス開始前まで 

します！ 

 

    



■クラスバトルキャンペーン■クラスバトルキャンペーン■クラスバトルキャンペーン■クラスバトルキャンペーン    

    

キャンペーン期間中に 100A を消費するごとに

能です。 

 クラスバトルの勝利数に応じてポイントを獲得することができ、獲得したポイントを消費することで以下の

アイテムと交換が可能です。 

    

詳細は詳細は詳細は詳細は『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

    

    

 

 

    

を消費するごとに 3 回、新ミニゲーム「クラスバトル」をプレイすることが

クラスバトルの勝利数に応じてポイントを獲得することができ、獲得したポイントを消費することで以下の

    

    

『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&&&&クラスバトルキャンペーン』特設ページよりクラスバトルキャンペーン』特設ページよりクラスバトルキャンペーン』特設ページよりクラスバトルキャンペーン』特設ページよりご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。

http://www.fezero.jp/campaign/20130617/http://www.fezero.jp/campaign/20130617/http://www.fezero.jp/campaign/20130617/http://www.fezero.jp/campaign/20130617/ 

        

    

をプレイすることが可

クラスバトルの勝利数に応じてポイントを獲得することができ、獲得したポイントを消費することで以下の

    

ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。    



『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！ 

 

©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

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
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