
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

日頃の皆日頃の皆日頃の皆日頃の皆さまさまさまさまへの感謝を込めて各種イベント・キャンペーンへの感謝を込めて各種イベント・キャンペーンへの感謝を込めて各種イベント・キャンペーンへの感謝を込めて各種イベント・キャンペーン

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、

施いたします。 

今年もやってきた今年もやってきた今年もやってきた今年もやってきた

年末年末年末年末

本日11 月25 日(月)定期メンテナンス終了後より

 

『ファンタジーアース ゼロ』は

日頃からプレイしていただいている皆

しました。 

 

■アニバーサリールーレット■アニバーサリールーレット■アニバーサリールーレット■アニバーサリールーレット    

「アニバーサリールーレット」は過去のルーレット景品の中からピックアップ

ルーレット景品として登場する年末限定のカジノイベント

昨年に引き続き、「アニバーサリールーレット」では

1 枚ずつ、お好きな装備ひとつと交換することのできる特別チケット「アニバーサリーチケット」も登場いた

します。 

欲しかったあの装備を入手できる

 

 

 

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』』』』7777ththththアニバーサリー開催アニバーサリー開催アニバーサリー開催アニバーサリー開催    

への感謝を込めて各種イベント・キャンペーンへの感謝を込めて各種イベント・キャンペーンへの感謝を込めて各種イベント・キャンペーンへの感謝を込めて各種イベント・キャンペーンを実施を実施を実施を実施

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、

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、11月25日(月)に、

 

今年もやってきた今年もやってきた今年もやってきた今年もやってきたアニバーサリーのアニバーサリーのアニバーサリーのアニバーサリーの季節季節季節季節    

年末年末年末年末もももも戦友とともにメルファリアで盛り上がろう戦友とともにメルファリアで盛り上がろう戦友とともにメルファリアで盛り上がろう戦友とともにメルファリアで盛り上がろう    

定期メンテナンス終了後より「7thアニバーサリー」を開催いたします。

ゼロ』は 2006 年12 月21 日に正式サービスを開始し、今年で

日頃からプレイしていただいている皆さまへの感謝を込めて、様々なイベント・キャンペーンを

「アニバーサリールーレット」は過去のルーレット景品の中からピックアップされた人気装備が、

ルーレット景品として登場する年末限定のカジノイベントです。 

昨年に引き続き、「アニバーサリールーレット」では 3 種のルーレットをご用意しており、

枚ずつ、お好きな装備ひとつと交換することのできる特別チケット「アニバーサリーチケット」も登場いた

できる年に一度の大チャンス、この機会をどうぞお見逃しなく。

  

平成25 年11 月25 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

を実施を実施を実施を実施    

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

 
アニバーサリー」を開催いたします。 

日に正式サービスを開始し、今年で 7 周年を迎えます。

への感謝を込めて、様々なイベント・キャンペーンをご用意いた

された人気装備が、再び 

種のルーレットをご用意しており、3 種それぞれに

枚ずつ、お好きな装備ひとつと交換することのできる特別チケット「アニバーサリーチケット」も登場いた

年に一度の大チャンス、この機会をどうぞお見逃しなく。 



【【【【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】】】】    

2007200720072007 年～年～年～年～2010201020102010 年年年年    ルーレットルーレットルーレットルーレット 

 

【ボイスチケット】 

・男性ボイス：軍人男性Ⅰ(声優：

・女性ボイス：生意気な少女Ⅰ(声優：

    

2011201120112011 年年年年    ルーレットルーレットルーレットルーレット 

【ボイスチケット】 

・男性ボイス：クールな少年Ⅰ(声優：

・女性ボイス：攻撃的な女性Ⅰ(声優：

 

 

 

声優：大塚 明夫) 

声優：釘宮 理恵) 

声優：櫻井 孝宏) 

声優：田中 理恵) 

 



    

2012201220122012 年年年年    ルーレットルーレットルーレットルーレット 

【ボイスチケット】 

・男性ボイス：狂った傭兵Ⅰ(声優：

・女性ボイス：弱気な少女Ⅲ(声優：

    

【アニバーサリーチケットについて】【アニバーサリーチケットについて】【アニバーサリーチケットについて】【アニバーサリーチケットについて】

2013 年 8 月までに実装されている

つ選んで交換することができるチケットです。

「アニバーサリールーレット」のルーレット

大3 枚まで入手することができる

    

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

2013 年11 月25 日(月)定期メンテナンス終了後

2014 年1 月6 日(月)定期メンテナンス開始前

    

【チケット交換期間】【チケット交換期間】【チケット交換期間】【チケット交換期間】    

2013 年11 月25 日(月)定期メンテナンス終了後

2014 年1 月14 日(火)定期メンテナンス開始前

    

    

    

 

 

声優：藤原 啓治) 

声優：悠木 碧) 

【アニバーサリーチケットについて】【アニバーサリーチケットについて】【アニバーサリーチケットについて】【アニバーサリーチケットについて】    

までに実装されている過去の「ヴィラーノルーレット」景品の中からお好きな防具・武器をひと

つ選んで交換することができるチケットです。 

「アニバーサリールーレット」のルーレット3種それぞれに1枚ずつ出現するため、1キャラクターにつき最

できるレアアイテムです。 

定期メンテナンス終了後 から 

定期メンテナンス開始前 まで 

定期メンテナンス終了後 から 

定期メンテナンス開始前 まで 

        

 

の中からお好きな防具・武器をひと

キャラクターにつき最



■ソーメリー祭り■ソーメリー祭り■ソーメリー祭り■ソーメリー祭り    

毎年恒例の「ソーメリー祭り」を

間限定で性能が上昇します。 

 

また、期間中にクエストで獲得できる「ソーメリー装備」

けると、イベント限定の装備「なりきりトナカイマスク」を入手することが可能！

過去のイベントで獲得済みの場合は、「シルバーコイン

 

 

【クエスト獲得装備】【クエスト獲得装備】【クエスト獲得装備】【クエスト獲得装備】    

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    

男性用：ソーメリーチュニック 

女性用：ソーメリーシャツ 

男性用：ソーメリーグラヴス 

女性用：ソーメリーミトン 

男性用：ソーメリートラウザー 

女性用：ソーメリースカート 

男性用：ソーメリーシューズ 

女性用：ソーメリーブーツ 

男女共通：なりきりトナカイマスク男女共通：なりきりトナカイマスク男女共通：なりきりトナカイマスク男女共通：なりきりトナカイマスク

※頭装備の「ソーメリーフード」はクエストでは獲得できません。

 

その他、「ソーメリー祭り」を盛り上げる期間限定販売のアイテムに、今年は新規装備アイテムを追加

ます。お見逃しなく！ 

 

【期間限定販売アイテム】【期間限定販売アイテム】【期間限定販売アイテム】【期間限定販売アイテム】    

新規装備アイテム「クリスタルルドルフ」新規装備アイテム「クリスタルルドルフ」新規装備アイテム「クリスタルルドルフ」新規装備アイテム「クリスタルルドルフ」

 

 

を開催します。クエストを通じて獲得することのできる装備アイテムは、期

また、期間中にクエストで獲得できる「ソーメリー装備」4種をすべて揃えた状態でイベントＮＰＣに話しか

けると、イベント限定の装備「なりきりトナカイマスク」を入手することが可能！ 

過去のイベントで獲得済みの場合は、「シルバーコイン 3 個」をプレゼントいたします。

部位部位部位部位    

体装備 

手装備 

 
脚装備 

足装備 

男女共通：なりきりトナカイマスク男女共通：なりきりトナカイマスク男女共通：なりきりトナカイマスク男女共通：なりきりトナカイマスク 頭装備 

※頭装備の「ソーメリーフード」はクエストでは獲得できません。 

その他、「ソーメリー祭り」を盛り上げる期間限定販売のアイテムに、今年は新規装備アイテムを追加

新規装備アイテム「クリスタルルドルフ」新規装備アイテム「クリスタルルドルフ」新規装備アイテム「クリスタルルドルフ」新規装備アイテム「クリスタルルドルフ」    （（（（    頭装備頭装備頭装備頭装備    ／／／／    男女共通男女共通男女共通男女共通    ））））    

。クエストを通じて獲得することのできる装備アイテムは、期

種をすべて揃えた状態でイベントＮＰＣに話しか

個」をプレゼントいたします。 

その他、「ソーメリー祭り」を盛り上げる期間限定販売のアイテムに、今年は新規装備アイテムを追加し

 



アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    

ソーメリーフード 

トナカイラージホーン 

トナカイベルホーン 

レッドノーズ 

ヴィネルケーキ 

ヴィネルシャンパン 

 

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

2013 年11 月25 日(月)定期メンテナンス終了後

2014 年1 月6 日(月)定期メンテナンス開始前

 

 

■■■■4444 大ブーストキャンペーン大ブーストキャンペーン大ブーストキャンペーン大ブーストキャンペーン    

7 周年を記念して 4 連続ボーナスキャンペーンを開始します。

第1 弾は【経験値5 倍】を 2 週間に渡って実施いたします。キャラクターの育成には

です。 

この機会にぜひ『ファンタジーアース

 

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

2013 年11 月25 日(月)定期メンテナンス終了後

2014 年1 月6 日(月)定期メンテナンス開始前

 

【第【第【第【第1111 弾弾弾弾    経験値経験値経験値経験値 5555 倍期間】倍期間】倍期間】倍期間】    

2013 年11 月25 日(月)定期メンテナンス終了後

2013 年12 月 9 日(月)定期メンテナンス開始前

 

【ボーナス内容】【ボーナス内容】【ボーナス内容】【ボーナス内容】    

    ボーナス内容ボーナス内容ボーナス内容ボーナス内容    

第第第第1111 弾弾弾弾    経験値5 倍 

第第第第2222 弾弾弾弾    
経験値2 倍 

闘技場ポイント 2

第第第第3333 弾弾弾弾    リング 2 倍 

第第第第4444 弾弾弾弾    
クラスチェンジ 

スキルリセット無料

 

 

    

 

 

部位／性別部位／性別部位／性別部位／性別    

頭装備／男女共通

頭装備／男共通

頭装備／女共通

アクセサリ／男女共通

消耗アイテム／

消耗アイテム／

定期メンテナンス終了後 から 

定期メンテナンス開始前 まで 

連続ボーナスキャンペーンを開始します。 

週間に渡って実施いたします。キャラクターの育成には

この機会にぜひ『ファンタジーアース ゼロ』をお楽しみください。 

定期メンテナンス終了後 から 

定期メンテナンス開始前 まで 

定期メンテナンス終了後 から 

定期メンテナンス開始前 まで 

ボーナス期間ボーナス期間ボーナス期間ボーナス期間    

2013 年11 月25 日(月)定期メンテナンス終了後

2013 年12 月9 日(月)定期メンテナンス開始前

2 倍 

2013 年12 月9 日(月)定期メンテナンス終了後

2013 年12 月16 日(月)定期メンテナンス開始前

2013 年12 月16 日(月)定期メンテナンス終了後

2013 年12 月24 日(火)定期メンテナンス開始前

スキルリセット無料 

2013 年12 月24 日(火)定期メンテナンス終了後

2014 年1 月6 日(月)定期メンテナンス開始前

        

頭装備／男女共通 

頭装備／男共通 

頭装備／女共通 

アクセサリ／男女共通 

消耗アイテム／50 個 

消耗アイテム／50 個 

、もってこいの期間

定期メンテナンス終了後 から 

定期メンテナンス開始前 まで 

定期メンテナンス終了後 から 

定期メンテナンス開始前 まで 

定期メンテナンス終了後 から 

定期メンテナンス開始前 まで 

定期メンテナンス終了後 から 

定期メンテナンス開始前 まで 



■オーブチャージ＆ラリーキャンペーン■オーブチャージ＆ラリーキャンペーン■オーブチャージ＆ラリーキャンペーン■オーブチャージ＆ラリーキャンペーン

オーブ購入にお得な「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」を

 

【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、1 度に 3,000

り、さらにアカウント内に存在するキャラクター全員にアイテム「育成支援セット」をプレゼントいたします。

 

※「育成支援セット」梱包内容 ： 

    

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

2013 年11 月25 日（月）定期メンテナンス終了後

2014 年1 月6 日（月）定期メンテナンス開始前

 

 

    

 

 

■オーブチャージ＆ラリーキャンペーン■オーブチャージ＆ラリーキャンペーン■オーブチャージ＆ラリーキャンペーン■オーブチャージ＆ラリーキャンペーン    

オーブ購入にお得な「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」を実施します。 

    

3,000 円以上のオーブを購入すると、オーブボーナスが通常時の

アカウント内に存在するキャラクター全員にアイテム「育成支援セット」をプレゼントいたします。

 流転の羽×1 ハイリジェネレート×50 精錬の密書×

日（月）定期メンテナンス終了後 から 

日（月）定期メンテナンス開始前 まで 

        

円以上のオーブを購入すると、オーブボーナスが通常時の 2 倍とな

アカウント内に存在するキャラクター全員にアイテム「育成支援セット」をプレゼントいたします。 

 

精錬の密書×1 



【オーブラリーキャンペーン】【オーブラリーキャンペーン】【オーブラリーキャンペーン】【オーブラリーキャンペーン】    

キャンペーン期間中、ゲーム内で

様々なアイテムを獲得することができます。消費によるスタンプ獲得は、キャンペーン開始前から保有し

ているオーブの消費も対象となります。

また、今回のキャンペーンでは新しい髪型のアクセサリをご用意

 

オーブ消費合計額オーブ消費合計額オーブ消費合計額オーブ消費合計額    特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム

50A シルバーコイン×

100A ハイリジェネレート×

150A ハイパワーポット×

200A 特製エンチャントセット

250A シルバーコイン×

300A ビルドアタックブースト

350A セルフケアセット×

400A 強固の結晶×

450A シルバーコイン×

500A 匠の砥石×

550A パワーリジェネ

600A ★下記

 

・メンズポニーテール

 

・ガーリッシュテール

 

・精錬の密書

650A シルバーコイン×

700A 穿孔の石×

750A ヴィネルワイン×

800A ★下記

 

 

キャンペーン期間中、ゲーム内で 50 オーブ消費するごとにスタンプがもらえます。スタンプに応じて

様々なアイテムを獲得することができます。消費によるスタンプ獲得は、キャンペーン開始前から保有し

ているオーブの消費も対象となります。 

また、今回のキャンペーンでは新しい髪型のアクセサリをご用意！ ぜひこの期間をご活用ください。

特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム    

シルバーコイン×1 

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 R×1 

シルバーコイン×1 

ビルドアタックブースト R×5 

セルフケアセット×1 

強固の結晶×3 

シルバーコイン×2 

匠の砥石×1 

パワーリジェネ R×5 

下記3 種から いずれか 1 点 

 

メンズポニーテール(水色)（アクセサリ／男共通） 

 

ガーリッシュテール(橙)（アクセサリ／女共通） 

精錬の密書 

シルバーコイン×3 

穿孔の石×1 

ヴィネルワイン×10 

下記2 種から いずれか 1 点 

えます。スタンプに応じて

様々なアイテムを獲得することができます。消費によるスタンプ獲得は、キャンペーン開始前から保有し

ぜひこの期間をご活用ください。 

 

 



・完遂の証

・エクスバンク特約書

850A シルバーコイン×

900A 流転の羽×

950A 追憶の壺

1,000A ゴールドコイン×

 

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

2013 年11 月25 日（月）定期メンテナンス終了後

2014 年1 月6 日（月）定期メンテナンス開始前

 

 

■■■■NET CASHNET CASHNET CASHNET CASH    キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン    

期間中、NET CASHで決済を行った方の中から抽選で

ス ゼロ』オリジナルNET CASH 

済をご利用ください。 

 

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

2013 年11 月25 日（月）定期メンテナンス終了後

2014 年1 月6 日（月）定期メンテナンス開始前

 

 

■■■■仲間と共に戦場へ！部隊加入キャンペーン仲間と共に戦場へ！部隊加入キャンペーン仲間と共に戦場へ！部隊加入キャンペーン仲間と共に戦場へ！部隊加入キャンペーン

部隊に加入するだけででお得な

隊へ参加していない方は、この機会に部隊へ加入してみませんか。

 

【【【【キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン 1111    絆への一歩！絆への一歩！絆への一歩！絆への一歩！

以下のいずれかの条件を満たしているキャラクターでキャンペーン期間中に部隊へ加入し、部隊ポイン

トを 30pt 集めると、もれなく「密書セット

 

（1）2013 年11 月25 日（月）定期メンテナンス時点で部隊に加入していないキャラクター

（2）2013 年11 月25 日（月）定期メンテナンス終了以降に作成されたキャラクター

 

※既に部隊へ加入しているキャラクターは脱退後に再加入をしても対象外となります。

 

 

 

完遂の証 

エクスバンク特約書 

シルバーコイン×3 

流転の羽×1 

追憶の壺×1 

ゴールドコイン×1 

日（月）定期メンテナンス終了後 から 

日（月）定期メンテナンス開始前 まで 

    

で決済を行った方の中から抽選で100名様に、7周年記念限定の『ファンタジーアー

NET CASH カード(500円分)をプレゼントいたします。ぜひこの機会に

日（月）定期メンテナンス終了後 から 

日（月）定期メンテナンス開始前 まで 

仲間と共に戦場へ！部隊加入キャンペーン仲間と共に戦場へ！部隊加入キャンペーン仲間と共に戦場へ！部隊加入キャンペーン仲間と共に戦場へ！部隊加入キャンペーン    

でお得な特典2 種がもらえる、部隊加入キャンペーンを実施いたします。まだ部

隊へ参加していない方は、この機会に部隊へ加入してみませんか。 

絆への一歩！絆への一歩！絆への一歩！絆への一歩！    部隊入隊キャンペーン部隊入隊キャンペーン部隊入隊キャンペーン部隊入隊キャンペーン】】】】    

条件を満たしているキャラクターでキャンペーン期間中に部隊へ加入し、部隊ポイン

集めると、もれなく「密書セット 3 個」をプレゼントいたします。 

日（月）定期メンテナンス時点で部隊に加入していないキャラクター

日（月）定期メンテナンス終了以降に作成されたキャラクター 

※既に部隊へ加入しているキャラクターは脱退後に再加入をしても対象外となります。

周年記念限定の『ファンタジーアー

をプレゼントいたします。ぜひこの機会にNET CASH 決

キャンペーンを実施いたします。まだ部

条件を満たしているキャラクターでキャンペーン期間中に部隊へ加入し、部隊ポイン

日（月）定期メンテナンス時点で部隊に加入していないキャラクター 

※既に部隊へ加入しているキャラクターは脱退後に再加入をしても対象外となります。 



【【【【キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン 2222    みんなで特訓！みんなで特訓！みんなで特訓！みんなで特訓！

キャンペーン終了となる2014年

ずれかのクラスレベルが 30 以上

たします。 

 

新規装備アイテム「新規装備アイテム「新規装備アイテム「新規装備アイテム「いい天気いい天気いい天気いい天気」」」」    

 

 

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

2013 年11 月25 日（月）定期メンテナンス終了後

2014 年1 月6 日（月）定期メンテナンス開始前

 

 

■召喚獣■召喚獣■召喚獣■召喚獣もももも冬支度冬支度冬支度冬支度    

この季節は召喚獣もクリスマスデザインになります。今年はなんと召喚獣の他にも建築物がクリスマス

仕様になりますので、戦場でもクリスマス気分を楽しみましょう。

 

 

 

みんなで特訓！みんなで特訓！みんなで特訓！みんなで特訓！    精鋭部隊キャンペーン精鋭部隊キャンペーン精鋭部隊キャンペーン精鋭部隊キャンペーン】】】】    

年1月6日（月）定期メンテナンス時点で部隊に所属しており、なおかつい

以上のキャラクターには、もれなく新規アクセサリ「いい天気」をプレゼントい

    （（（（    アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ    ／／／／    男女共通男女共通男女共通男女共通    ）））） 

日（月）定期メンテナンス終了後 から 

日（月）定期メンテナンス開始前 まで 

 

召喚獣もクリスマスデザインになります。今年はなんと召喚獣の他にも建築物がクリスマス

仕様になりますので、戦場でもクリスマス気分を楽しみましょう。 

日（月）定期メンテナンス時点で部隊に所属しており、なおかつい

、もれなく新規アクセサリ「いい天気」をプレゼントい

 

    

召喚獣もクリスマスデザインになります。今年はなんと召喚獣の他にも建築物がクリスマス



 

詳細は詳細は詳細は詳細は下記のアニバーサリー下記のアニバーサリー下記のアニバーサリー下記のアニバーサリー

    

    

久しぶりにメルファリアで遊ぶなら今がチャンス久しぶりにメルファリアで遊ぶなら今がチャンス久しぶりにメルファリアで遊ぶなら今がチャンス久しぶりにメルファリアで遊ぶなら今がチャンス

11 月11 日から実施している「戦線復帰キャンペーン」

前まで絶賛開催中です。 

 

2013年9月2日以降、『ファンタジーアース

期間中にログインされた際には以下のアイテムをプレゼントいたします。

 

■■■■実施内容実施内容実施内容実施内容    

 対象となるアカウント内に存在するすべてのキャラクターに対し、

「2013 年10 月戦線復帰セット」をプレゼントいたします。

 

※2013 年9 月2 日(月)時点でキャラクターが存在していないアカウントは対象外となります。

    

【【【【2013201320132013 年年年年 10101010 月戦線復帰セット月戦線復帰セット月戦線復帰セット月戦線復帰セット    アイテム内訳】アイテム内訳】アイテム内訳】アイテム内訳】

 ・ゴールドコイン 3 個 

 ・追憶の壺 1 個 

 ・流転の羽 1 個 

 ・ハイリジュネレート×99 1 セット

 ・ハイパワーポット×99 1 セット

 ・特製エンチャントセット R 1 セット

    

■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11 月11 日(月)定期メンテナンス終了後

2014 年1 月6 日(月)定期メンテナンス開始前

 

 

 

詳細は詳細は詳細は詳細は下記の本キャンペーン下記の本キャンペーン下記の本キャンペーン下記の本キャンペーン

http://www.fezero.jp/campaign/20131111_2/http://www.fezero.jp/campaign/20131111_2/http://www.fezero.jp/campaign/20131111_2/http://www.fezero.jp/campaign/20131111_2/

 

 

下記のアニバーサリー下記のアニバーサリー下記のアニバーサリー下記のアニバーサリー特設特設特設特設サイトサイトサイトサイトをご覧ください。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/7th_anniversary/http://www.fezero.jp/7th_anniversary/http://www.fezero.jp/7th_anniversary/http://www.fezero.jp/7th_anniversary/    

アニバーサリーで盛り上がるこの季節アニバーサリーで盛り上がるこの季節アニバーサリーで盛り上がるこの季節アニバーサリーで盛り上がるこの季節    

久しぶりにメルファリアで遊ぶなら今がチャンス久しぶりにメルファリアで遊ぶなら今がチャンス久しぶりにメルファリアで遊ぶなら今がチャンス久しぶりにメルファリアで遊ぶなら今がチャンス    

「戦線復帰キャンペーン」は、2014 年1 月16 日（月）定期メンテナンス開始

日以降、『ファンタジーアース ゼロ』をプレイされていなかった方を対象に、キャンペーン

期間中にログインされた際には以下のアイテムをプレゼントいたします。 

対象となるアカウント内に存在するすべてのキャラクターに対し、 

」をプレゼントいたします。 

時点でキャラクターが存在していないアカウントは対象外となります。

アイテム内訳】アイテム内訳】アイテム内訳】アイテム内訳】    

セット 

セット 

セット 

定期メンテナンス終了後 から 

定期メンテナンス開始前 まで 

下記の本キャンペーン下記の本キャンペーン下記の本キャンペーン下記の本キャンペーン特設特設特設特設サイトサイトサイトサイトをご覧ください。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/campaign/20131111_2/http://www.fezero.jp/campaign/20131111_2/http://www.fezero.jp/campaign/20131111_2/http://www.fezero.jp/campaign/20131111_2/ 

 
日（月）定期メンテナンス開始

ゼロ』をプレイされていなかった方を対象に、キャンペーン

時点でキャラクターが存在していないアカウントは対象外となります。 



『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., 

 

 

 

    

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

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。（

 

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    

スカッとゴルフ パンヤ 

ファンタジーアース ゼロ 

ペーパーマン 

トキメキファンタジー ラテール 

Wizardry Online 

CABAL ONLINE 

トリックスター 

Livly Island COR 

Shadow of Eclipse 

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 

わグルま！    

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 

わグルま★ 

Shadow of Eclipse(Android版) 

    

 

 

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す。 

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/ ） 

http://www.pangya.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

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

http://www.cabal.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 

http://www.waguruma.jp/ 

http://star.waguruma.jp/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 

 

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。 


