
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

コラボレーション開催！コラボレーション開催！コラボレーション開催！コラボレーション開催！

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、

ウェア・エニックスより販売･運営が行われている『ブレイブリーデフォルト』シリーズとのコラボレーション

を開始いたします。 

『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション開催『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション開催『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション開催『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション開催

本日12 月24 日(火)のアップデートにて

いたします。 

 

本コラボレーションは『ブレイブリーデフォルト

イングブレージュ』とのコラボレーション

 

コラボレーションの詳細は以下の通りです。

 

 

    

 

 

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』』』』×『ブレイブリーデフォルト』×『ブレイブリーデフォルト』×『ブレイブリーデフォルト』×『ブレイブリーデフォルト』    

コラボレーション開催！コラボレーション開催！コラボレーション開催！コラボレーション開催！    昨年昨年昨年昨年実装した実装した実装した実装したコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション特別特別特別特別ルーレットがルーレットがルーレットがルーレットが

リニューアルリニューアルリニューアルリニューアルしてしてしてして再登場！！再登場！！再登場！！再登場！！    

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 24 日(火

エニックスより販売･運営が行われている『ブレイブリーデフォルト』シリーズとのコラボレーション

 

新たな力を携えて、光の戦士が再び登場新たな力を携えて、光の戦士が再び登場新たな力を携えて、光の戦士が再び登場新たな力を携えて、光の戦士が再び登場    

『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション開催『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション開催『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション開催『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション開催    

    

 

のアップデートにて、『ブレイブリーデフォルト』シリーズとのコラボレーションを開始

本コラボレーションは『ブレイブリーデフォルト フォーザ・シークウェル』、『ブレイブリーデフォルト

』とのコラボレーションです。 

コラボレーションの詳細は以下の通りです。 

        

平成25 年12 月24 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

    

ルーレットがルーレットがルーレットがルーレットが    

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

火)より、株式会社スク

エニックスより販売･運営が行われている『ブレイブリーデフォルト』シリーズとのコラボレーション

 

『ブレイブリーデフォルト』シリーズとのコラボレーションを開始

ブレイブリーデフォルト プレ



■昨年のコラボレーションを見逃した人に朗報！■昨年のコラボレーションを見逃した人に朗報！■昨年のコラボレーションを見逃した人に朗報！■昨年のコラボレーションを見逃した人に朗報！

2012201220122012 年に実施した年に実施した年に実施した年に実施した「ブレイブ「ブレイブ「ブレイブ「ブレイブリールーレットリールーレットリールーレットリールーレット

 

12 月24 日(火)より、2012 年に実施した『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション特別ルーレットの第一

弾が再登場いたします。 

 

【【【【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】】】】    

暗黒騎士暗黒騎士暗黒騎士暗黒騎士((((男男男男))))セットセットセットセット

シーフシーフシーフシーフ((((男男男男))))セットセットセットセット

 

 

 

■昨年のコラボレーションを見逃した人に朗報！■昨年のコラボレーションを見逃した人に朗報！■昨年のコラボレーションを見逃した人に朗報！■昨年のコラボレーションを見逃した人に朗報！    

リールーレットリールーレットリールーレットリールーレット    第一弾」第一弾」第一弾」第一弾」ががががリニューアルリニューアルリニューアルリニューアルしてしてしてして再登場再登場再登場再登場    

年に実施した『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション特別ルーレットの第一

ウォリアー防具ウォリアー防具ウォリアー防具ウォリアー防具    

セットセットセットセット    暗黒騎士暗黒騎士暗黒騎士暗黒騎士((((女女女女))))セットセットセットセット

 

スカウト防具スカウト防具スカウト防具スカウト防具    

セットセットセットセット    シーフシーフシーフシーフ((((女女女女))))セットセットセットセット

 

  

年に実施した『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション特別ルーレットの第一

セットセットセットセット    

 

セットセットセットセット    

 



導師導師導師導師((((男男男男))))セットセットセットセット

赤魔道士赤魔道士赤魔道士赤魔道士((((男男男男))))セットセットセットセット

モンクモンクモンクモンク((((男男男男))))セットセットセットセット

 

 

 

ソーサラー防具ソーサラー防具ソーサラー防具ソーサラー防具    

セットセットセットセット    導師導師導師導師((((女女女女))))セットセットセットセット

 

フェンサー防具フェンサー防具フェンサー防具フェンサー防具    

セットセットセットセット    赤魔道士赤魔道士赤魔道士赤魔道士((((女女女女))))セットセットセットセット

 

セスタス防具セスタス防具セスタス防具セスタス防具    

セットセットセットセット    モンクモンクモンクモンク((((女女女女))))セットセットセットセット

 

  

セットセットセットセット    

 

セットセットセットセット    

 

セットセットセットセット    

 



ｽｰﾊﾟー ｽﾀｰｽｰﾊﾟー ｽﾀｰｽｰﾊﾟー ｽﾀｰｽｰﾊﾟー ｽﾀｰ((((男男男男))))セットセットセットセット

ティズセットティズセットティズセットティズセット    

片手剣：片手剣：片手剣：片手剣：剣聖カミイズミの刀剣聖カミイズミの刀剣聖カミイズミの刀剣聖カミイズミの刀

 

 

 

共通防具共通防具共通防具共通防具    

セットセットセットセット    ｽｰﾊﾟー ｽﾀｰｽｰﾊﾟー ｽﾀｰｽｰﾊﾟー ｽﾀｰｽｰﾊﾟー ｽﾀｰ((((女女女女))))セットセットセットセット

    

    アニエスセットアニエスセットアニエスセットアニエスセット

 

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    

剣聖カミイズミの刀剣聖カミイズミの刀剣聖カミイズミの刀剣聖カミイズミの刀    盾：盾：盾：盾：剣聖カミイズミの鞘剣聖カミイズミの鞘剣聖カミイズミの鞘剣聖カミイズミの鞘

 

  

セットセットセットセット    

    

アニエスセットアニエスセットアニエスセットアニエスセット    

 

剣聖カミイズミの鞘剣聖カミイズミの鞘剣聖カミイズミの鞘剣聖カミイズミの鞘    



両手武器：両手武器：両手武器：両手武器：戦乙女エインフェリアの槍戦乙女エインフェリアの槍戦乙女エインフェリアの槍戦乙女エインフェリアの槍

短剣：短剣：短剣：短剣：盗賊ジャッカルのナイフ盗賊ジャッカルのナイフ盗賊ジャッカルのナイフ盗賊ジャッカルのナイフ

杖杖杖杖：：：：戦場アイドルプリンのマイク戦場アイドルプリンのマイク戦場アイドルプリンのマイク戦場アイドルプリンのマイク

 

 

 

戦乙女エインフェリアの槍戦乙女エインフェリアの槍戦乙女エインフェリアの槍戦乙女エインフェリアの槍    大剣：大剣：大剣：大剣：聖騎士の剣聖騎士の剣聖騎士の剣聖騎士の剣

 

盗賊ジャッカルのナイフ盗賊ジャッカルのナイフ盗賊ジャッカルのナイフ盗賊ジャッカルのナイフ    弓：弓：弓：弓：狩人アルテミアの弓狩人アルテミアの弓狩人アルテミアの弓狩人アルテミアの弓

 

戦場アイドルプリンのマイク戦場アイドルプリンのマイク戦場アイドルプリンのマイク戦場アイドルプリンのマイク    杖：杖：杖：杖：黒魔道士オミノスのロッド黒魔道士オミノスのロッド黒魔道士オミノスのロッド黒魔道士オミノスのロッド

 

  

聖騎士の剣聖騎士の剣聖騎士の剣聖騎士の剣    

 

狩人アルテミアの弓狩人アルテミアの弓狩人アルテミアの弓狩人アルテミアの弓    

 

黒魔道士オミノスのロッド黒魔道士オミノスのロッド黒魔道士オミノスのロッド黒魔道士オミノスのロッド    

 



魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：クリスタルの精霊エアリークリスタルの精霊エアリークリスタルの精霊エアリークリスタルの精霊エアリー

手甲：手甲：手甲：手甲：海賊バルバロッサの義手海賊バルバロッサの義手海賊バルバロッサの義手海賊バルバロッサの義手

 

さらに、12月24日(火)より皆様のご要望に

数を増加し、装備全体のリニューアル

前回のコラボレーションを見逃してしまった人はこの機会にぜひ、限定装備を手に入れましょう！

 

【実施期間】 

2013 年12 月24 日(火)定期メンテナンス終了後から

 

 

■■■■一度手放した装備を取り戻すチャンス一度手放した装備を取り戻すチャンス一度手放した装備を取り戻すチャンス一度手放した装備を取り戻すチャンス

 

12 月24 日(火)より、2012 年に実施した『ブレイブリーデフォルト』コラボレーションのルーレット

り、リサイクルや破棄してしまったアイテムを再度購入することができます。

 

【実施期間】 

2013 年12 月24 日(火)定期メンテナンス終了後から

 

 

    

 

 

クリスタルの精霊エアリークリスタルの精霊エアリークリスタルの精霊エアリークリスタルの精霊エアリー    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：赤魔道士フィオーレの剣赤魔道士フィオーレの剣赤魔道士フィオーレの剣赤魔道士フィオーレの剣

 

海賊バルバロッサの義手海賊バルバロッサの義手海賊バルバロッサの義手海賊バルバロッサの義手    
    

 

 

より皆様のご要望にお応えし、前回コラボレーションにて実装した装備のポリゴン

リニューアルを行います。 

前回のコラボレーションを見逃してしまった人はこの機会にぜひ、限定装備を手に入れましょう！

定期メンテナンス終了後から 2014 年2 月3 日(月)定期メンテナンス開始前まで

一度手放した装備を取り戻すチャンス一度手放した装備を取り戻すチャンス一度手放した装備を取り戻すチャンス一度手放した装備を取り戻すチャンス！！！！    「テイクバックキャンペーン」実施「テイクバックキャンペーン」実施「テイクバックキャンペーン」実施「テイクバックキャンペーン」実施    

年に実施した『ブレイブリーデフォルト』コラボレーションのルーレット

り、リサイクルや破棄してしまったアイテムを再度購入することができます。 

定期メンテナンス終了後から 2014 年2 月3 日(月)定期メンテナンス開始前まで

        

赤魔道士フィオーレの剣赤魔道士フィオーレの剣赤魔道士フィオーレの剣赤魔道士フィオーレの剣    

 

実装した装備のポリゴン

前回のコラボレーションを見逃してしまった人はこの機会にぜひ、限定装備を手に入れましょう！ 

定期メンテナンス開始前まで 

年に実施した『ブレイブリーデフォルト』コラボレーションのルーレット景品に限

定期メンテナンス開始前まで 



■『ブレイブリーデフォルト■『ブレイブリーデフォルト■『ブレイブリーデフォルト■『ブレイブリーデフォルト    フォーザ・シークェル』パッケージ購入特典フォーザ・シークェル』パッケージ購入特典フォーザ・シークェル』パッケージ購入特典フォーザ・シークェル』パッケージ購入特典

 

12 月5 日より販売中の 3DS ソフト

購入すると、『ファンタジーアース

 

男性：男性：男性：男性：ヴィクタヴィクタヴィクタヴィクターーーー博士博士博士博士ウィッグウィッグウィッグウィッグ

※キャラクターの性別に準じた

 

【実施期間】 

2013 年12 月24 日(火)定期メンテナンス終了後から

 

 

■コラボレーションイベント実施■コラボレーションイベント実施■コラボレーションイベント実施■コラボレーションイベント実施    

 

12 月24 日(火)より、『ブレイブリーデフォルト』の世界をモチーフにしたイベントを実施いたします。

『ブレイブリーデフォルト』に出てくるジョブをモチーフにしたアイコンや、コラボレーション限定アイテム

の獲得など、ファンにはたまらない内容となっております。

ぜひこの機にイベントへご参加ください。

 

【実施期間】 

2013 年12 月24 日(火)定期メンテナンス終了後から

 

 

■コラボレーション限定アイテムショップ販売開始■コラボレーション限定アイテムショップ販売開始■コラボレーション限定アイテムショップ販売開始■コラボレーション限定アイテムショップ販売開始

 

コラボレーション期間中に各道具屋にてコラボレーション限定アイテムを販売いたします。

前回のコラボレーションでの販売アイテムはもちろん、新規ラインアップも追加しております。

ぜひご利用ください。 

 

    

 

 

フォーザ・シークェル』パッケージ購入特典フォーザ・シークェル』パッケージ購入特典フォーザ・シークェル』パッケージ購入特典フォーザ・シークェル』パッケージ購入特典    

ソフト、『ブレイブリーデフォルト フォーザ・シークェル』

購入すると、『ファンタジーアース ゼロ』で使える限定アイテムが獲得できます。 

ウィッグウィッグウィッグウィッグ    女性：女性：女性：女性：エアリーウィッグエアリーウィッグエアリーウィッグエアリーウィッグ

 

※キャラクターの性別に準じたアイテムのみの獲得となります。 

定期メンテナンス終了後から 2014 年3 月10 日(月)23 時59 分

    

より、『ブレイブリーデフォルト』の世界をモチーフにしたイベントを実施いたします。

出てくるジョブをモチーフにしたアイコンや、コラボレーション限定アイテム

の獲得など、ファンにはたまらない内容となっております。 

この機にイベントへご参加ください。 

定期メンテナンス終了後から 2014 年1 月27 日(月)定期メンテナンス開始前まで

■コラボレーション限定アイテムショップ販売開始■コラボレーション限定アイテムショップ販売開始■コラボレーション限定アイテムショップ販売開始■コラボレーション限定アイテムショップ販売開始    

コラボレーション期間中に各道具屋にてコラボレーション限定アイテムを販売いたします。

前回のコラボレーションでの販売アイテムはもちろん、新規ラインアップも追加しております。

        

フォーザ・シークェル』パッケージを 

エアリーウィッグエアリーウィッグエアリーウィッグエアリーウィッグ    

 

分まで 

より、『ブレイブリーデフォルト』の世界をモチーフにしたイベントを実施いたします。 

出てくるジョブをモチーフにしたアイコンや、コラボレーション限定アイテム

定期メンテナンス開始前まで 

コラボレーション期間中に各道具屋にてコラボレーション限定アイテムを販売いたします。 

前回のコラボレーションでの販売アイテムはもちろん、新規ラインアップも追加しております。 



＜＜＜＜販売ラインアップ販売ラインアップ販売ラインアップ販売ラインアップ＞＞＞＞    

 

【【【【NEWNEWNEWNEW】】】】レスターレスターレスターレスター卿卿卿卿ウィッグウィッグウィッグウィッグ

リングアベルウィッグリングアベルウィッグリングアベルウィッグリングアベルウィッグ

 

【実施期間】 

2013 年12 月24 日(火)定期メンテナンス終了後から

 

 

    

 

 

ウィッグウィッグウィッグウィッグ    【【【【NEWNEWNEWNEW】】】】プリンウィッグプリンウィッグプリンウィッグプリンウィッグ

 

リングアベルウィッグリングアベルウィッグリングアベルウィッグリングアベルウィッグ    アニエスウィッグアニエスウィッグアニエスウィッグアニエスウィッグ

 

定期メンテナンス終了後から 2014 年2 月3 日(月)定期メンテナンス開始前まで

        

プリンウィッグプリンウィッグプリンウィッグプリンウィッグ    

 

アニエスウィッグアニエスウィッグアニエスウィッグアニエスウィッグ    

 

定期メンテナンス開始前まで 



■今『ファンタジーアース■今『ファンタジーアース■今『ファンタジーアース■今『ファンタジーアース    ゼロ』を始めるとお得！ゼロ』を始めるとお得！ゼロ』を始めるとお得！ゼロ』を始めるとお得！

    キャンペーン期間中に『ファンタジーアース

態でゲームが開始可能です。 

 

 ＜＜＜＜獲得アイテム獲得アイテム獲得アイテム獲得アイテム＞＞＞＞    

            

報酬獲得条件報酬獲得条件報酬獲得条件報酬獲得条件    

報酬内容報酬内容報酬内容報酬内容    

※ウィッグアイテム、ボイスアイテムは

女キャラクター用の両方を所持して開始となります。

    

【実施期間】 

2013 年12 月24 日(火)定期メンテナンス終了後から

    

    

■コラボレーション限定「オーブチャージキャンペーン」■コラボレーション限定「オーブチャージキャンペーン」■コラボレーション限定「オーブチャージキャンペーン」■コラボレーション限定「オーブチャージキャンペーン」

    キャンペーン期間中に一度に「

コラボレーション限定アイテムをアカウントに存在するキャラクターにプレゼントいたします。

 

 ＜＜＜＜獲得アイテム獲得アイテム獲得アイテム獲得アイテム＞＞＞＞    

一度に一度に一度に一度に 3333,,,,000000000000 円チャージで獲得円チャージで獲得円チャージで獲得円チャージで獲得

ライダーエアリーライダーエアリーライダーエアリーライダーエアリー

    

【実施期間】 

2013 年12 月24 日(火)定期メンテナンス終了後から

    

詳細は詳細は詳細は詳細は

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

 

 

ゼロ』を始めるとお得！ゼロ』を始めるとお得！ゼロ』を始めるとお得！ゼロ』を始めるとお得！    「新規登録キャンペーン」「新規登録キャンペーン」「新規登録キャンペーン」「新規登録キャンペーン」    

キャンペーン期間中に『ファンタジーアース ゼロ』を始めると、コラボレーション限定アイテムを持った状

期間中に新規キャラクターを作成 

新兵支援セット×1 

密書セット×1 

「レスター卿ウィッグ（CP）」「プリンウィッグ（CP）」

「ﾎﾞｲｽ 手帳の青年（CP）」「ﾎﾞｲｽ むぐぐな少女（CP

ボイスアイテムはキャラクターの性別を問わず、男キャラクター用と

女キャラクター用の両方を所持して開始となります。 

定期メンテナンス終了後から 2014 年2 月3 日(月)定期メンテナンス開始前まで

■コラボレーション限定「オーブチャージキャンペーン」■コラボレーション限定「オーブチャージキャンペーン」■コラボレーション限定「オーブチャージキャンペーン」■コラボレーション限定「オーブチャージキャンペーン」実施実施実施実施！！！！    

キャンペーン期間中に一度に「3,000 円以上」もしくは「5,000 円以上」オーブチャージすると

コラボレーション限定アイテムをアカウントに存在するキャラクターにプレゼントいたします。

円チャージで獲得円チャージで獲得円チャージで獲得円チャージで獲得    一度に一度に一度に一度に 5555,,,,000000000000 円チャージで獲得円チャージで獲得円チャージで獲得円チャージで獲得

ライダーエアリーライダーエアリーライダーエアリーライダーエアリー    エアリーの羽エアリーの羽エアリーの羽エアリーの羽

 

定期メンテナンス終了後から 2014 年2 月3 日(月)定期メンテナンス開始前まで

詳細は詳細は詳細は詳細はコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーショ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/collaboration/BDFtS/http://www.fezero.jp/collaboration/BDFtS/http://www.fezero.jp/collaboration/BDFtS/http://www.fezero.jp/collaboration/BDFtS/    

    

ゼロ』を始めると、コラボレーション限定アイテムを持った状

）」 

CP）」 

を問わず、男キャラクター用と 

定期メンテナンス開始前まで    

円以上」オーブチャージすると 

コラボレーション限定アイテムをアカウントに存在するキャラクターにプレゼントいたします。 

円チャージで獲得円チャージで獲得円チャージで獲得円チャージで獲得    

エアリーの羽エアリーの羽エアリーの羽エアリーの羽    

 

定期メンテナンス開始前まで    



『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

 

 
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

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    

ファンタジーアース ゼロ 

スカッとゴルフ パンヤ 

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.fezero.jp/ 

http://www.pangya.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。 


