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『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

ルーレット第ルーレット第ルーレット第ルーレット第 3333 弾は弾は弾は弾は

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。 

7777thththth

「ブリッツルーレット」「ブリッツルーレット」「ブリッツルーレット」「ブリッツルーレット」

本日12月16日(月)定期メンテナンス終了後より

ます。 

 

■■■■「「「「ブリッツルーレットブリッツルーレットブリッツルーレットブリッツルーレット」」」」    

今回のルーレットでは人気装備のリファインカラーの他、目新しい装備も

 

過去のヴィラーノルーレットで登場した人気装備「サージェントセット」「コーポラルセット」のリファイン装

備「コモドールセット」「レフテナントセット」は白を基調とした衣装となっており、左腕の腕章は獲得したキャ

ラクターの所属国家カラーで表示されます。

 

また、「プリモオーモセット」「プリマドンナセット」は、

た際にはエフェクトが発生する、とても華やかな衣装です。

 

そして国家別カラーの「パイオニアセット」「エクスプローラセット」は

する 5 カ国のカラーバリエーションが存在しており、当選の際には獲得したキャラクターの所属国家に対

応したものがプライズへ届くようになっております。

 

さらに、今回登場する武器シリーズは

います。煌めく武器を手に、戦場を駆け巡
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『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中中中中    

弾は弾は弾は弾は国家別カラーの防具国家別カラーの防具国家別カラーの防具国家別カラーの防具ややややエフェクトをまとった武器エフェクトをまとった武器エフェクトをまとった武器エフェクトをまとった武器

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、12 月 16 日(月)

 
ththththアニバーサリーアニバーサリーアニバーサリーアニバーサリー3333 つめつめつめつめのルーレットのルーレットのルーレットのルーレットを公開を公開を公開を公開    

「ブリッツルーレット」「ブリッツルーレット」「ブリッツルーレット」「ブリッツルーレット」ではまばゆいエフェクトをまとう装備もではまばゆいエフェクトをまとう装備もではまばゆいエフェクトをまとう装備もではまばゆいエフェクトをまとう装備も    

定期メンテナンス終了後より「7thアニバーサリー」にて新たなルーレットを公開

今回のルーレットでは人気装備のリファインカラーの他、目新しい装備も登場いたします。

過去のヴィラーノルーレットで登場した人気装備「サージェントセット」「コーポラルセット」のリファイン装

備「コモドールセット」「レフテナントセット」は白を基調とした衣装となっており、左腕の腕章は獲得したキャ

ラクターの所属国家カラーで表示されます。 

「プリモオーモセット」「プリマドンナセット」は、防具自体にエフェクトが付与されています。装備し

た際にはエフェクトが発生する、とても華やかな衣装です。 

そして国家別カラーの「パイオニアセット」「エクスプローラセット」は、『ファンタジーアース

カ国のカラーバリエーションが存在しており、当選の際には獲得したキャラクターの所属国家に対

応したものがプライズへ届くようになっております。 

に、今回登場する武器シリーズは光り輝くエフェクトをまとっており、インパクトのある装備となって

います。煌めく武器を手に、戦場を駆け巡ろう！ 
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、『ファンタジーアース ゼロ』に登場

カ国のカラーバリエーションが存在しており、当選の際には獲得したキャラクターの所属国家に対

インパクトのある装備となって



 

 

【【【【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】】】】    

コモドールコモドールコモドールコモドールセットセットセットセット

 ※腕章カラーは所属国家に準じます。

プリモオーモプリモオーモプリモオーモプリモオーモセットセットセットセット

パイオニアパイオニアパイオニアパイオニア NNNN セットセットセットセット
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片手剣：片手剣：片手剣：片手剣：気高き女神の瞳気高き女神の瞳気高き女神の瞳気高き女神の瞳

両手武器：両手武器：両手武器：両手武器：創造者の火花創造者の火花創造者の火花創造者の火花

短剣：短剣：短剣：短剣：邪悪なる覇者の逆鱗邪悪なる覇者の逆鱗邪悪なる覇者の逆鱗邪悪なる覇者の逆鱗

銃：銃：銃：銃：災厄の種火災厄の種火災厄の種火災厄の種火

 

 

片手武器セット：片手武器セット：片手武器セット：片手武器セット：守護者の宝剣守護者の宝剣守護者の宝剣守護者の宝剣セットセットセットセット    
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創造者の火花創造者の火花創造者の火花創造者の火花    大剣：大剣：大剣：大剣：光輝なる支配者の怒り光輝なる支配者の怒り光輝なる支配者の怒り光輝なる支配者の怒り

 

邪悪なる覇者の逆鱗邪悪なる覇者の逆鱗邪悪なる覇者の逆鱗邪悪なる覇者の逆鱗    弓：弓：弓：弓：輝く白鳥の翼輝く白鳥の翼輝く白鳥の翼輝く白鳥の翼

 

災厄の種火災厄の種火災厄の種火災厄の種火    杖：杖：杖：杖：宣告者の証宣告者の証宣告者の証宣告者の証
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光輝なる支配者の怒り光輝なる支配者の怒り光輝なる支配者の怒り光輝なる支配者の怒り    
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宣告者の証宣告者の証宣告者の証宣告者の証    

 



魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：欲深き王の宝冠欲深き王の宝冠欲深き王の宝冠欲深き王の宝冠

手甲：手甲：手甲：手甲：堅牢なる獅子の爪堅牢なる獅子の爪堅牢なる獅子の爪堅牢なる獅子の爪

 

【【【【ルーレットルーレットルーレットルーレット実施期間】実施期間】実施期間】実施期間】    

2013 年12 月16 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

    

 

■■■■4444 大ブーストキャンペーン第大ブーストキャンペーン第大ブーストキャンペーン第大ブーストキャンペーン第3333

4 大ブーストキャンペーンの第

リングでは様々な便利アイテムを購入することができますので、

ゼロ』をお楽しみください。 

 

※本キャンペーンは「通常戦争」「任務戦争

 

【第【第【第【第3333 弾弾弾弾    獲得獲得獲得獲得リングリングリングリング 2222 倍期間】倍期間】倍期間】倍期間】    

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

 

詳細は詳細は詳細は詳細は下記の下記の下記の下記の

 

 

欲深き王の宝冠欲深き王の宝冠欲深き王の宝冠欲深き王の宝冠    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：荒々しき主の槍荒々しき主の槍荒々しき主の槍荒々しき主の槍

 

堅牢なる獅子の爪堅牢なる獅子の爪堅牢なる獅子の爪堅牢なる獅子の爪    
    

 

 

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 

3333 弾「弾「弾「弾「獲得獲得獲得獲得リングリングリングリング 2222 倍」倍」倍」倍」    

大ブーストキャンペーンの第3 弾となる今週は、戦争終了時の獲得リング量が 2 倍となります。

リングでは様々な便利アイテムを購入することができますので、この機会にぜひ『ファンタジーアース

※本キャンペーンは「通常戦争」「任務戦争(城門戦・砦戦のみ)」が対象となります。 

    

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 

下記の下記の下記の下記のアニバーサリーアニバーサリーアニバーサリー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。    
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荒々しき主の槍荒々しき主の槍荒々しき主の槍荒々しき主の槍    

 

倍となります。 

この機会にぜひ『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

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
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人のプレイヤーによる、リアルタイムで多人数の戦争
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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

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。（
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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/ ） 
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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。 


