
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

「特別ルーレット第「特別ルーレット第「特別ルーレット第「特別ルーレット第

さらにさらにさらにさらに

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

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、

いたしました。 

「特別ルーレット第「特別ルーレット第「特別ルーレット第「特別ルーレット第

 

7 月8 日(月)、現在開催中のイベント「ヴィラーノフェスティバル」にて新情報を公開いたしました

ヴィラーノフェスティバルとは、

ス開始前までの約1 ヶ月間開催される

 

7 月8 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「獲得リング

・フェスティバル特別ルーレット第

・オーブチャージ&ラリーキャンペーン

・夏だ！FEZ だ！おみくじちゃん

    

 

 

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』』』』    『『『『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』』』』情報更新情報更新情報更新情報更新

「特別ルーレット第「特別ルーレット第「特別ルーレット第「特別ルーレット第 1111 弾」と「おみくじちゃん」が弾」と「おみくじちゃん」が弾」と「おみくじちゃん」が弾」と「おみくじちゃん」が登場登場登場登場！！！！！！！！    

さらにさらにさらにさらに新機能「召喚カウント機能」を実装新機能「召喚カウント機能」を実装新機能「召喚カウント機能」を実装新機能「召喚カウント機能」を実装！！！！！！！！    

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8日(月)に、

 

イベント情報更新！イベント情報更新！イベント情報更新！イベント情報更新！    

「特別ルーレット第「特別ルーレット第「特別ルーレット第「特別ルーレット第1111 弾」と「おみくじちゃん」弾」と「おみくじちゃん」弾」と「おみくじちゃん」弾」と「おみくじちゃん」が登場が登場が登場が登場！！！！！！！！ 

、現在開催中のイベント「ヴィラーノフェスティバル」にて新情報を公開いたしました

ヴィラーノフェスティバルとは、 7 月1 日(月)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

ヶ月間開催される、夏のフェスティバルイベントです。 

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。

「獲得リング 2 倍」 

フェスティバル特別ルーレット第1 弾 

ラリーキャンペーン 

だ！おみくじちゃん 

        

平成25 年7 月9 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

情報更新情報更新情報更新情報更新！！！！    

    

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

 

、現在開催中のイベント「ヴィラーノフェスティバル」にて新情報を公開いたしました。 

（月）定期メンテナン

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お得な

キャンペーン第2 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

    

    

    

【【【【フェスティバル特別ルーレット第フェスティバル特別ルーレット第フェスティバル特別ルーレット第フェスティバル特別ルーレット第

7 月8 日(月)に、人気防具のリファインバージョン男女

稼働武器のリファインバージョン

 

過去の人気装備の新規カラーに加え、昨年実装いたしました、

器のリファインバージョンが初登場です！

 

同時に始まった「オーブチャージ

ぜひ、この機会にルーレットをお楽しみください

 

シェミハザシェミハザシェミハザシェミハザセットセットセットセット 

 

 

 

 

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8 日(月)からは「獲得リング 2 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

フェスティバル特別ルーレット第フェスティバル特別ルーレット第フェスティバル特別ルーレット第フェスティバル特別ルーレット第1111 弾弾弾弾】】】】    

に、人気防具のリファインバージョン男女12 点と、 

稼働武器のリファインバージョン10点を「フェスティバル特別ルーレット第1弾」として実装いたしました。

過去の人気装備の新規カラーに加え、昨年実装いたしました、アクションに合わせて形を変える稼働武

器のリファインバージョンが初登場です！ 

同時に始まった「オーブチャージ&ラリーキャンペーン」と合わせてオーブチャージがお得な期間！

をお楽しみください！ 

共通防具 

アルスヤラルアルスヤラルアルスヤラルアルスヤラル

 

 

  

週連続のウィークリーキャンペーン！ 

倍」キャンペーンがスタート！！    

 

日 

日 

日 

日 

弾」として実装いたしました。 

アクションに合わせて形を変える稼働武

ラリーキャンペーン」と合わせてオーブチャージがお得な期間！ 

アルスヤラルアルスヤラルアルスヤラルアルスヤラルセットセットセットセット 

 

 



アーテルアーテルアーテルアーテルセットセットセットセット    

 

パンデイロパンデイロパンデイロパンデイロセットセットセットセット    

 

 

 

 

ウォリアー防具 

アリュールアリュールアリュールアリュール

 

 

スカウト防具 

アルテミスアルテミスアルテミスアルテミス

 

 

  

アリュールアリュールアリュールアリュールセットセットセットセット    

 

 

アルテミスアルテミスアルテミスアルテミスセットセットセットセット    

 

 



リュッツオリュッツオリュッツオリュッツオセットセットセットセット    

 

ラカムラカムラカムラカムセットセットセットセット    

 

 

 

 

ソーサラー防具 

パッショナートパッショナートパッショナートパッショナート

 

 

フェンサー防具 

アンボニーアンボニーアンボニーアンボニー

 

 

  

パッショナートパッショナートパッショナートパッショナートセットセットセットセット    

 

 

アンボニーアンボニーアンボニーアンボニーセットセットセットセット    

 

 



ファラリスファラリスファラリスファラリスセットセットセットセット    

 

 

 

    

 

 

セスタス防具 

ゴーピーゴーピーゴーピーゴーピー

 

 

        

ゴーピーゴーピーゴーピーゴーピーセットセットセットセット    

 

 



両手武器両手武器両手武器両手武器    

テレスコピックテレスコピックテレスコピックテレスコピック    

    

大剣大剣大剣大剣    

シュプルギヤシュプルギヤシュプルギヤシュプルギヤ    

    

 

 

 

武器武器武器武器    

片手セット片手セット片手セット片手セット

ドライヴギアドライヴギアドライヴギアドライヴギア

    

    

短剣短剣短剣短剣

スピンドルスピンドルスピンドルスピンドル

    

    

  

片手セット片手セット片手セット片手セット    

ドライヴギアドライヴギアドライヴギアドライヴギアセットセットセットセット    

    

    

短剣短剣短剣短剣    

スピンドルスピンドルスピンドルスピンドル    

    

    



弓弓弓弓    

ウェザーヴェインウェザーヴェインウェザーヴェインウェザーヴェイン    

    

杖杖杖杖    

アクチュエータアクチュエータアクチュエータアクチュエータ    

    

 

 

 

銃銃銃銃    

ブローバックブローバックブローバックブローバック

    

    

魔導具魔導具魔導具魔導具

エクスマキナエクスマキナエクスマキナエクスマキナ

    

    

  

    

ブローバックブローバックブローバックブローバック    

    

    

魔導具魔導具魔導具魔導具    

エクスマキナエクスマキナエクスマキナエクスマキナ    

    

    



刺突剣刺突剣刺突剣刺突剣    

ジャックハンマージャックハンマージャックハンマージャックハンマー    

 

    

    

    

    

 

 

手甲手甲手甲手甲

マニピュレイトマニピュレイトマニピュレイトマニピュレイト

 

 

        

手甲手甲手甲手甲    

マニピュレイトマニピュレイトマニピュレイトマニピュレイト    

 

 



    

【【【【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&&&&ラリーキャンペーンラリーキャンペーンラリーキャンペーンラリーキャンペーン

7 月 8 日（月）定期メンテナンス終了後から

ブチャージ＆ラリーキャンペーンを開催いたします。オーブチャージは今がお得

    

■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

1111、、、、1111 度に度に度に度に 3,0003,0003,0003,000 円以上オーブチャージをすると、オーブボーナスが円以上オーブチャージをすると、オーブボーナスが円以上オーブチャージをすると、オーブボーナスが円以上オーブチャージをすると、オーブボーナスが

 

購入金額 

3000 円 

5000 円 

10000 円 

 

 

2222、、、、1111 度に度に度に度に 3,0003,0003,0003,000 円以上オーブチャージをすると、円以上オーブチャージをすると、円以上オーブチャージをすると、円以上オーブチャージをすると、

 

< 育成支援セット梱包内容 > 

 

 

 

 

ラリーキャンペーンラリーキャンペーンラリーキャンペーンラリーキャンペーン】】】】    

日（月）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、「オー

ブチャージ＆ラリーキャンペーンを開催いたします。オーブチャージは今がお得！ お見逃しなく！！

■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    

円以上オーブチャージをすると、オーブボーナスが円以上オーブチャージをすると、オーブボーナスが円以上オーブチャージをすると、オーブボーナスが円以上オーブチャージをすると、オーブボーナスが 2222 倍倍倍倍！！！！    

オーブチャージ 

通常時 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 

300A+15A 300A+30A300A+30A300A+30A300A+30A 

500A+30A 500A+60A500A+60A500A+60A500A+60A 

1000A+70A 1000A+140A1000A+140A1000A+140A1000A+140A 

円以上オーブチャージをすると、円以上オーブチャージをすると、円以上オーブチャージをすると、円以上オーブチャージをすると、お得なお得なお得なお得なアイテムアイテムアイテムアイテムをゲット！をゲット！をゲット！をゲット！    

 

 流転の羽、ハイリジェネレート×50、精練の密書 

  

日（月）定期メンテナンス開始前までの期間中、「オー

お見逃しなく！！ 

 



 

■ラリーキャンペーン■ラリーキャンペーン■ラリーキャンペーン■ラリーキャンペーン    

オーブを消費することによって報酬アイテムをオーブを消費することによって報酬アイテムをオーブを消費することによって報酬アイテムをオーブを消費することによって報酬アイテムを

    

今回は報酬に新規アクセサリーが追加！今回は報酬に新規アクセサリーが追加！今回は報酬に新規アクセサリーが追加！今回は報酬に新規アクセサリーが追加！

フラッフィーボブフラッフィーボブフラッフィーボブフラッフィーボブ((((水色水色水色水色

 

    

    

・その他ラインアップ・その他ラインアップ・その他ラインアップ・その他ラインアップ    

50A 

シルバーコイン ハイリジェネレート×

250A 

シルバーコイン ビルドアタックブースト×

450A 

シルバーコイン×2 

650A 

シルバーコイン×3 

850A 

シルバーコイン×3 

    

 

 

 

オーブを消費することによって報酬アイテムをオーブを消費することによって報酬アイテムをオーブを消費することによって報酬アイテムをオーブを消費することによって報酬アイテムをゲット！！ゲット！！ゲット！！ゲット！！    

今回は報酬に新規アクセサリーが追加！今回は報酬に新規アクセサリーが追加！今回は報酬に新規アクセサリーが追加！今回は報酬に新規アクセサリーが追加！    

水色水色水色水色))))    グレイスポニーテールグレイスポニーテールグレイスポニーテールグレイスポニーテール

 

 

100A 150A 200A

ハイリジェネレート×5 ハイパワーポット×5 特製エンチャントセット

300A 350A 400A

ビルドアタックブースト×5 セルフケアセット 強固の結晶×

500A 550A 600A

匠の砥石 パワーリジェネR×5 
新規アクセサリ

精練の密書

700A 750A 800A

穿孔の石 ヴィネルワイン×10 
完遂の証

エクスバンク特約書

900A 950A 1000A

流転の⽻ 追憶の壺 ゴールドコイン×

  

グレイスポニーテールグレイスポニーテールグレイスポニーテールグレイスポニーテール((((橙橙橙橙))))    

 

200A 

特製エンチャントセット 

400A 

強固の結晶×3 

600A 

新規アクセサリ orororor 

精練の密書 

800A 

完遂の証  or 

エクスバンク特約書 

1000A 

ゴールドコイン×1 



【【【【夏だ！夏だ！夏だ！夏だ！FEZFEZFEZFEZ だ！だ！だ！だ！おみくじちゃん】おみくじちゃん】おみくじちゃん】おみくじちゃん】

    

7 月8 日(月)定期メンテナンス終了後から

ゃんが登場します！ 

 

おみくじはシルバーコイン 3 枚で

しかも 5 プレイごとに必ず大当たりをゲットできる！！

さらに今回のおみくじちゃんはラインアップを一新

 

新たなアイテムをゲットできるよう、

    

    

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/

 

 

 

 

おみくじちゃん】おみくじちゃん】おみくじちゃん】おみくじちゃん】    

定期メンテナンス終了後から 7 月22 日(月)定期メンテナンス開始前まで、各首都におみくじち

枚で 1 プレイが可能！ 

プレイごとに必ず大当たりをゲットできる！！ 

さらに今回のおみくじちゃんはラインアップを一新！！！ 

新たなアイテムをゲットできるよう、ぜひプレイをしてみてください！ 

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/ 

 

 

    

  

定期メンテナンス開始前まで、各首都におみくじち

    

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。    



 

7 月8 日(月)定期メンテナンスより、

 本機能は、「2013 年のサービス体制について」のページにてお知らせしておりましたアップデートのひ

とつで、戦争中に自軍の召喚数を自動でカウントし、ウィンドウに表示するシステムです。

 

「「「「2013201320132013 年のサービス体制について」は下記リンクよりご覧ください。年のサービス体制について」は下記リンクよりご覧ください。年のサービス体制について」は下記リンクよりご覧ください。年のサービス体制について」は下記リンクよりご覧ください。

http://www.fezero.jp/information/20130520/http://www.fezero.jp/information/20130520/http://www.fezero.jp/information/20130520/http://www.fezero.jp/information/20130520/

 機能の詳細は下記の通りです

 

■「召喚カウント機能」機能概要

・通常戦争、任務戦争、訓練場の戦争中のフィールドにおいて、

 召喚カウントウィンドウに自軍召喚数が表示されます。

 (非戦闘フィールドや、宣戦布告中、戦争準備中は表示されません。

 

・画面左上のチェックボックスを外すことで表示

 

 

・召喚カウントウィンドウ内の「丸アイコン」を押すことで縦

・召喚カウントウィンドウは、ウィンドウ内の矢印アイコンをドラッグすることで

表示位置の変更ができます。

 

 

 

 

新機能「召喚カウント機能」実装！新機能「召喚カウント機能」実装！新機能「召喚カウント機能」実装！新機能「召喚カウント機能」実装！ 

定期メンテナンスより、新規機能「召喚カウント機能」を実装いたしました。

年のサービス体制について」のページにてお知らせしておりましたアップデートのひ

戦争中に自軍の召喚数を自動でカウントし、ウィンドウに表示するシステムです。

年のサービス体制について」は下記リンクよりご覧ください。年のサービス体制について」は下記リンクよりご覧ください。年のサービス体制について」は下記リンクよりご覧ください。年のサービス体制について」は下記リンクよりご覧ください。

http://www.fezero.jp/information/20130520/http://www.fezero.jp/information/20130520/http://www.fezero.jp/information/20130520/http://www.fezero.jp/information/20130520/    

    

下記の通りです。 

■「召喚カウント機能」機能概要 

・通常戦争、任務戦争、訓練場の戦争中のフィールドにおいて、 

召喚カウントウィンドウに自軍召喚数が表示されます。 

非戦闘フィールドや、宣戦布告中、戦争準備中は表示されません。) 

 

・画面左上のチェックボックスを外すことで表示/非表示の切り替えができます。 

 

・召喚カウントウィンドウ内の「丸アイコン」を押すことで縦/横表示の切り替えができます。

 

・召喚カウントウィンドウは、ウィンドウ内の矢印アイコンをドラッグすることで 

ます。 

  

新規機能「召喚カウント機能」を実装いたしました。 

年のサービス体制について」のページにてお知らせしておりましたアップデートのひ

戦争中に自軍の召喚数を自動でカウントし、ウィンドウに表示するシステムです。 

年のサービス体制について」は下記リンクよりご覧ください。年のサービス体制について」は下記リンクよりご覧ください。年のサービス体制について」は下記リンクよりご覧ください。年のサービス体制について」は下記リンクよりご覧ください。    

横表示の切り替えができます。 



・ミニマップ上に自軍召喚獣がそれぞれの種類に対応したアイコンで表示されるようになります。

 

 

・戦争ルールにより召喚に制限がある場合、ウィンドウ内の召喚獣アイコンがグレーで表示されます。

 

 

・自軍召喚獣の召喚時、および解除時

 

・敵軍の「バリスタ」と「チャリオット」のミニマップ表示を、

 固有のアイコン表示から他の召喚と同様のアイコン表示へ変更いたします。

 

より楽しみやすくなった戦争へのご参加をお待ちしております！

 

アップデートアップデートアップデートアップデート

http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=3214http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=3214http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=3214http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=3214

    

 

 

・ミニマップ上に自軍召喚獣がそれぞれの種類に対応したアイコンで表示されるようになります。

 

・戦争ルールにより召喚に制限がある場合、ウィンドウ内の召喚獣アイコンがグレーで表示されます。

 

・自軍召喚獣の召喚時、および解除時(デッドを含む)に自軍にアナウンスが通知されるようになります。

・敵軍の「バリスタ」と「チャリオット」のミニマップ表示を、 

固有のアイコン表示から他の召喚と同様のアイコン表示へ変更いたします。 

より楽しみやすくなった戦争へのご参加をお待ちしております！ 

アップデートアップデートアップデートアップデート詳細は詳細は詳細は詳細は下記下記下記下記公式公式公式公式ページをご覧ください。ページをご覧ください。ページをご覧ください。ページをご覧ください。    
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・ミニマップ上に自軍召喚獣がそれぞれの種類に対応したアイコンで表示されるようになります。 

・戦争ルールにより召喚に制限がある場合、ウィンドウ内の召喚獣アイコンがグレーで表示されます。 

に自軍にアナウンスが通知されるようになります。 



    

『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

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 

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/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/ ） 
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