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今年も今年も今年も今年も夏が夏が夏が夏が

ブーストキャンペーンを始め、ブーストキャンペーンを始め、ブーストキャンペーンを始め、ブーストキャンペーンを始め、

さらにイベント「メルファリア星凛祭」もさらにイベント「メルファリア星凛祭」もさらにイベント「メルファリア星凛祭」もさらにイベント「メルファリア星凛祭」も

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、

いたします。 

 

本日7 月1 日(月)定期メンテナンス終了後

ベント「ヴィラーノフェスティバル」を

 「ヴィラーノフェスティバル」とは、

ィバルイベントです。 

実施期間中はブーストキャンペーン

 

7 月1 日(月)より開始となる「ヴィラーノフェスティバル」

・ブーストキャンペーン 

・新兵支援キャンペーン 

・戦線復帰キャンペーン 

・召喚獣グラフィック変更 

 

 

 

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』』』』        

夏が夏が夏が夏が始まる！始まる！始まる！始まる！『『『『ヴィラーノフェスティバルヴィラーノフェスティバルヴィラーノフェスティバルヴィラーノフェスティバル』開催』開催』開催』開催！！！！    

ブーストキャンペーンを始め、ブーストキャンペーンを始め、ブーストキャンペーンを始め、ブーストキャンペーンを始め、内容内容内容内容盛りだくさん！！盛りだくさん！！盛りだくさん！！盛りだくさん！！    

さらにイベント「メルファリア星凛祭」もさらにイベント「メルファリア星凛祭」もさらにイベント「メルファリア星凛祭」もさらにイベント「メルファリア星凛祭」もスタートスタートスタートスタート！！！！！！！！    

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、7月1日(月)に、

 

今年も夏祭りの時期が来た！今年も夏祭りの時期が来た！今年も夏祭りの時期が来た！今年も夏祭りの時期が来た！    

「ヴィラーノフェスティバル」開催「ヴィラーノフェスティバル」開催「ヴィラーノフェスティバル」開催「ヴィラーノフェスティバル」開催！！！！！！！！ 

定期メンテナンス終了後から 8 月5 日（月）定期メンテナンス開始前までの期間中、

「ヴィラーノフェスティバル」を開催いたします。 

とは、7月1日(月)から8月5日(月)まで1ヶ月の間、開催される

ブーストキャンペーンを始めとした、多くのイベント・キャンペーンを実施いたします

より開始となる「ヴィラーノフェスティバル」イベント・キャンペーンは以下の通りです。

  

平成25 年7 月1 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、アップデートを実施

 

日（月）定期メンテナンス開始前までの期間中、イ

、開催される夏のフェステ

キャンペーンを実施いたします！ 

は以下の通りです。 



 

【ブーストキャンペーン】【ブーストキャンペーン】【ブーストキャンペーン】【ブーストキャンペーン】    

  1 週間ごとにブーストの種類が切り替わっていく

キャンペーン第1 週目の 7 月

 

実施内容実施内容実施内容実施内容    

獲得経験値5

獲得リング 2

クラス・スキル変更無料期間

オフィシャルショップ更新時間更新

闘技場ポイント

 

【新兵支援キャンペーン】【新兵支援キャンペーン】【新兵支援キャンペーン】【新兵支援キャンペーン】    

キャンペーン期間内に新たにキャラクターを作成すると、育成に便利な特典アイテムを所持した状態で

ゲームを開始することが可能！

 

特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム    

 新兵支援セット 

 密書セット 

 高級回復セット 

 

 

【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】    

対象日以降にゲームログインをしていないアカウントのキャラクターを対象に、ゴールドコインを始め、

多数の豪華アイテムをプレゼント！

 

特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム

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

 

 

    

 

 

週間ごとにブーストの種類が切り替わっていくお得な 5 週連続のウィークリーキャンペーン

月1 日(月)からは「獲得経験値5 倍」キャンペーンがスタート！！

    実施期間実施期間実施期間実施期間    

5 倍 7 月1 日から 7 月8 日 

2 倍 7 月8 日から 7 月16 日

クラス・スキル変更無料期間 7 月16 日から 7 月29 日

オフィシャルショップ更新時間更新 7 月22 日から 8 月5 日

闘技場ポイント 2 倍 7 月29 日から 8 月5 日

キャンペーン期間内に新たにキャラクターを作成すると、育成に便利な特典アイテムを所持した状態で

！ 

    アイテム内容アイテム内容アイテム内容アイテム内容    

ハイリジェネレート×10、ハイパワーポット×

ックゲインR×5、フィズガードゲインR×

PW アップ R×5、報酬の密書×1 

精練の密書×1、報酬の密書×1 

ハイリジェネレート×99、ハイパワーポット×

対象日以降にゲームログインをしていないアカウントのキャラクターを対象に、ゴールドコインを始め、

多数の豪華アイテムをプレゼント！ 

特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム    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 R 3 

        

キャンペーン！ 

キャンペーンがスタート！！ 

 

日 

日 

日 

日 

キャンペーン期間内に新たにキャラクターを作成すると、育成に便利な特典アイテムを所持した状態で

    

、ハイパワーポット×10、フィズアタ

R×5、HPアップR×5、

、ハイパワーポット×99 

対象日以降にゲームログインをしていないアカウントのキャラクターを対象に、ゴールドコインを始め、



【召喚獣グラフィック変更】【召喚獣グラフィック変更】【召喚獣グラフィック変更】【召喚獣グラフィック変更】    

キャンペーン期間中、召喚獣が

 

今後さらにイベント・キャンペーン

メルファリアの夏をどうぞお楽しみください！！

 

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/2013vilanofestival/http://www.fezero.jp/campaign/2013vilanofestival/http://www.fezero.jp/campaign/2013vilanofestival/http://www.fezero.jp/campaign/2013vilanofestival/

 

 

 

 

が限定衣装仕様に変化！ 

・キャンペーン情報を公開予定です！ 

どうぞお楽しみください！！ 

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記「ヴィラーノフェスティバル」「ヴィラーノフェスティバル」「ヴィラーノフェスティバル」「ヴィラーノフェスティバル」特設ページをご覧ください。特設ページをご覧ください。特設ページをご覧ください。特設ページをご覧ください。

http://www.fezero.jp/campaign/2013vilanofestival/http://www.fezero.jp/campaign/2013vilanofestival/http://www.fezero.jp/campaign/2013vilanofestival/http://www.fezero.jp/campaign/2013vilanofestival/ 

    

  

 

特設ページをご覧ください。特設ページをご覧ください。特設ページをご覧ください。特設ページをご覧ください。    



「「「「英雄伝説英雄伝説英雄伝説英雄伝説    軌跡シリーズ軌跡シリーズ軌跡シリーズ軌跡シリーズ

本日7 月1 日(月)定期メンテナンス終了後より、

本件の詳細につきましては後日公開

続報にご期待ください！ 

 

「英雄伝説「英雄伝説「英雄伝説「英雄伝説    軌跡シリーズ」コラボレーションの詳細は下記特設ページをご覧ください。軌跡シリーズ」コラボレーションの詳細は下記特設ページをご覧ください。軌跡シリーズ」コラボレーションの詳細は下記特設ページをご覧ください。軌跡シリーズ」コラボレーションの詳細は下記特設ページをご覧ください。

    

 

 

軌跡シリーズ軌跡シリーズ軌跡シリーズ軌跡シリーズ」」」」特設サイトから特設サイトから特設サイトから特設サイトから謎のシルエットが出現！謎のシルエットが出現！謎のシルエットが出現！謎のシルエットが出現！

この人影は一体・・・！？この人影は一体・・・！？この人影は一体・・・！？この人影は一体・・・！？ 

 

定期メンテナンス終了後より、新たなコラボレーションのティザーを公開いたしま

後日公開予定！！ 

軌跡シリーズ」コラボレーションの詳細は下記特設ページをご覧ください。軌跡シリーズ」コラボレーションの詳細は下記特設ページをご覧ください。軌跡シリーズ」コラボレーションの詳細は下記特設ページをご覧ください。軌跡シリーズ」コラボレーションの詳細は下記特設ページをご覧ください。

http://www.fezero.jp/collaboration/kiseki2/http://www.fezero.jp/collaboration/kiseki2/http://www.fezero.jp/collaboration/kiseki2/http://www.fezero.jp/collaboration/kiseki2/    

        

謎のシルエットが出現！謎のシルエットが出現！謎のシルエットが出現！謎のシルエットが出現！    

 

新たなコラボレーションのティザーを公開いたします！ 

軌跡シリーズ」コラボレーションの詳細は下記特設ページをご覧ください。軌跡シリーズ」コラボレーションの詳細は下記特設ページをご覧ください。軌跡シリーズ」コラボレーションの詳細は下記特設ページをご覧ください。軌跡シリーズ」コラボレーションの詳細は下記特設ページをご覧ください。    



お祭りならではのお面アクセサリをゲットしようお祭りならではのお面アクセサリをゲットしようお祭りならではのお面アクセサリをゲットしようお祭りならではのお面アクセサリをゲットしよう

本日7 月1 日(月)定期メンテナンス終了後

ベント「メルファリア星凛祭」を開催

 期間中、戦争に参戦することで、イベント限定

ます！ 

 

新規アクセサリ：ナイト新規アクセサリ：ナイト新規アクセサリ：ナイト新規アクセサリ：ナイト

 

 

 

お祭りならではのお面アクセサリをゲットしようお祭りならではのお面アクセサリをゲットしようお祭りならではのお面アクセサリをゲットしようお祭りならではのお面アクセサリをゲットしよう！！！！    

「メルファリア星凛祭」開催！！「メルファリア星凛祭」開催！！「メルファリア星凛祭」開催！！「メルファリア星凛祭」開催！！ 

 

定期メンテナンス終了後から 7 月8 日（月）定期メンテナンス開始前までの期間中、

開催いたします。 

戦争に参戦することで、イベント限定アクセサリを始め、お得なアイテムを獲得することが

イベント限定アクセサリイベント限定アクセサリイベント限定アクセサリイベント限定アクセサリ    

新規アクセサリ：ナイト新規アクセサリ：ナイト新規アクセサリ：ナイト新規アクセサリ：ナイトおめん蒼おめん蒼おめん蒼おめん蒼((((男女共通アクセサリ男女共通アクセサリ男女共通アクセサリ男女共通アクセサリ))))    

 

  

 

日（月）定期メンテナンス開始前までの期間中、イ

アイテムを獲得することができ

 



ホーンドおめんホーンドおめんホーンドおめんホーンドおめん

 

ホーンドおめんゴールドホーンドおめんゴールドホーンドおめんゴールドホーンドおめんゴールド

 

 

また、参戦したフィールドの数に応じて限定称号やアイテム

 

 

さらに今年はイベント期間中に、エフェクトアイテム「花火」をプレゼントしてくれる

 

 

ホーンドおめんホーンドおめんホーンドおめんホーンドおめん    緋紫苑緋紫苑緋紫苑緋紫苑    

  

ホーンドおめんゴールドホーンドおめんゴールドホーンドおめんゴールドホーンドおめんゴールド    蒼紫苑蒼紫苑蒼紫苑蒼紫苑    

 

 

参戦したフィールドの数に応じて限定称号やアイテムもゲット！ 

イベント期間中に、エフェクトアイテム「花火」をプレゼントしてくれる NPC

 

NPC が登場！ 



 

戦争へ参加して、みんなでメルファリアの空を夏らしく、綺麗に花火で彩りましょう！！

 

「メルファリア星凛祭」の「メルファリア星凛祭」の「メルファリア星凛祭」の「メルファリア星凛祭」の

 

    

 

 

メルファリアの空を夏らしく、綺麗に花火で彩りましょう！！

「メルファリア星凛祭」の「メルファリア星凛祭」の「メルファリア星凛祭」の「メルファリア星凛祭」の詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記イベントイベントイベントイベント特設ページをご覧ください。特設ページをご覧ください。特設ページをご覧ください。特設ページをご覧ください。

http://www.fezero.jp/event/20130701/http://www.fezero.jp/event/20130701/http://www.fezero.jp/event/20130701/http://www.fezero.jp/event/20130701/    

        

 

メルファリアの空を夏らしく、綺麗に花火で彩りましょう！！ 

特設ページをご覧ください。特設ページをご覧ください。特設ページをご覧ください。特設ページをご覧ください。    



    

『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

 

 



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    

ファンタジーアース ゼロ 

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 

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 

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 

ガーディアンスピリッツ 

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 

ゆるロボvsわるロボ 

 

 

 

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/

はソネット株式会社のグループ会社です。 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.wizardry-online.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://www.livly.com/ 

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

http://www.waguruma.jp/ 

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

http://pf.mbga.jp/12010535 

http://pf.mbga.jp/12014123 

http://yururobo.jp 

http://yururobo.jp 

http://yururobo.jp/warurobo/ 

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.（※）

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

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

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

 


