
 

 

平成24 年4 月16 日 

各位 

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』』』』    2222 年年年年ぶりのバンクェットぶりのバンクェットぶりのバンクェットぶりのバンクェット公式大会公式大会公式大会公式大会    

「「「「バンクェットバンクェットバンクェットバンクェット～～～～Glorious Road 2012Glorious Road 2012Glorious Road 2012Glorious Road 2012～」～」～」～」開催決定開催決定開催決定開催決定！！！！    

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、

以下ゲームポット）は、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

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、4 月 16 日(月)に「バンクェット～

Glorious Road 2012～」の特設サイトを公開いたしました。 

 

個人個人個人個人でもエントリーがでもエントリーがでもエントリーがでもエントリーが出来出来出来出来るるるる「「「「シャッフルエントリーシャッフルエントリーシャッフルエントリーシャッフルエントリー」」」」をををを新新新新たにたにたにたに導入導入導入導入！！！！    

頂点頂点頂点頂点にににに君臨君臨君臨君臨するするするする栄光栄光栄光栄光のののの 7777 人人人人となるためとなるためとなるためとなるため、、、、トーナメントをトーナメントをトーナメントをトーナメントを勝勝勝勝ちちちち抜抜抜抜けけけけ！！！！    

    
    

本日4 月16 日(月)より『ファンタジーアース ゼロ』において、バンクェット～Glorious Road 2012～」の特

設サイトを公開いたしました。 

「バンクェット～Glorious Road 2012～」とは「Ishuld」「Jeremiah」「Kether」の 3 ワールドを対象に、

最大10 人で構成されるチームの中から 7 人を選出し、7 人対7 人で対戦するバンクェットルールのトーナ

メント戦です。 

7 人でトーナメントを勝ち抜くためには、各メンバーの優れたプレイスキルの他、チームの連携やコミュ

ニケーションが重要となります。 

 

バンクェット王者になるためには、ワールド代表予選の他、オフライン会場で執り行われるワールド決

勝大会まで勝ち抜く必要があります。並み居る強豪を抑え、晴れてバンクェットの頂点に辿り着いたチー

ムには栄光と共に数々の報酬と、100 万円が贈られます！ 

そして、今年から新たに 1 人からエントリーできる「シャッフルエントリー」を導入しており、チームではな

く個人単位で参加いただけます。 

 

各ワールドの威信とチームの名誉をかけ、栄光への道を突き進め！ 

 

詳細詳細詳細詳細はははは下記特設下記特設下記特設下記特設サイトをごサイトをごサイトをごサイトをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

http://www.fezero.jp/event/http://www.fezero.jp/event/http://www.fezero.jp/event/http://www.fezero.jp/event/banquet2012banquet2012banquet2012banquet2012////    



 

 

 

 

 

■■■■開催開催開催開催スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

エントリー期間 ： 4 月16 日（月）～4 月30 日（月） 23 時59 分 

エントリー修正期間 ： 4 月23 日（月）16 時00 分～4 月30 日（月） 23 時59 分 

※修正期間とは、エントリー情報の修正を行える期間です。 

 

＜オンライン予選大会＞ 

ワールド代表決定予選 ： 5 月12 日（土） ～5 月26 日（土） 

＜オフライン決勝大会＞ 

ワールド決勝大会 ： 6 月30 日（土） 

会場：ディファ有明（東京）  

 

※ディファ有明の詳細は下記をご覧ください。 

http://www.differ.co.jp/http://www.differ.co.jp/http://www.differ.co.jp/http://www.differ.co.jp/    

 

 

■■■■特典特典特典特典    

ワールド決勝大会において見事優秀な成績を残したチームには豪華特典が贈られます。そしてワールド

決勝大会にて優勝したチームには、全ワールド最強を意味する称号のほか、数々の報酬と共に優勝チー

ムにのみ与えられる特別限定装備を授与します。 

予選参加者へも特典が用意されている他、オフライン決勝会場へ来場された方へは、バンクェット特製武

器をプレゼントいたします。 

 



 

 

＜各種特典＞ 

ワールド決勝大会  優勝 

100 万円 

特別防具（共通装備） 

特別称号（優勝用） 

優勝トロフィー 

バンクェット特製武器全種 

ワールド決勝大会  準優勝 

5000 オーブ（各メンバーそれぞれ） 

特別称号（準優勝用） 

お好きな防具1 セット 

ワールド決勝大会  3 位 
3000 オーブ（各メンバーそれぞれ） 

お好きな防具1 セット 

ワールド決勝大会  4 位 
2000 オーブ（各メンバーそれぞれ） 

お好きな防具1 セット 

ワールド代表決定予選  参加特典 
シルバーコイン×5 

特製エンチャントセット×1 

決勝大会  会場来場者特典 バンクェット特製武器 

 

■■■■参加資格参加資格参加資格参加資格    

本大会開催期間中、『ファンタジーアース ゼロ』のプレイが可能なアカウントIDを所持し、いずれかのクラ

スがレベル 30 以上のキャラクターを所持している必要があります。 

※ワールドマッチ決勝トーナメントの段階で 18歳未満の方は、ワールドマッチ出場時に保護者の署名捺

印のある同意書が必要となります。 

 

■■■■メンバーメンバーメンバーメンバー構成構成構成構成    

試合に出場可能なメンバー数は7人となります。チームメンバー内であれば試合ごとに出場メンバーの変

更が可能です。尚、メンバーのクラスに関しては、制限を設けておりません。 

 

■■■■各各各各エントリーについてエントリーについてエントリーについてエントリーについて    

本大会では、7 名以上の団体で登録する「チームエントリー」と個人で応募する「シャッフルエントリー」の 2

種類が存在します。 

 

＜シャッフルエントリーとは＞ 

本大会より新たに導入しました「シャッフルエントリー」は個人での応募となり、所属ワールド・所属国家毎

にシャッフルされ、ランダムに構成されます。 

チームの構成は、レギュラーメンバー7 人と補欠メンバー3 人の 10 人となります。 

 

 

詳細詳細詳細詳細はははは下記特設下記特設下記特設下記特設サイトをごサイトをごサイトをごサイトをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

http://www.fezero.jp/event/http://www.fezero.jp/event/http://www.fezero.jp/event/http://www.fezero.jp/event/banquet2012banquet2012banquet2012banquet2012////    

    

 

 



 

 

アークトゥルスアークトゥルスアークトゥルスアークトゥルス隕石跡隕石跡隕石跡隕石跡にににに新新新新マップがマップがマップがマップが登場登場登場登場！！！！そそそそのののの他他他他2222 フィールドのマップもフィールドのマップもフィールドのマップもフィールドのマップも変更変更変更変更！！！！    

さらにさらにさらにさらに、、、、一部一部一部一部スキルのバランススキルのバランススキルのバランススキルのバランス調整調整調整調整もももも実施実施実施実施！！！！    

    

本日4月16日(月)定期メンテナンスにて、アークトゥルス隕石跡・クノーラ雪原・ニコナ街道の3フィール

ドのマップ形状を変更いたします。アークトゥルス隕石跡には「ドラゴンの巣」をイメージした新マップが登

場します！ 

さらに、スカウトスキル「アローレイン」のバランス調整も実施いたします。 

 

是非この機会に「ファンタジーアース ゼロ」をお楽しみください！ 

 

■■■■マップマップマップマップ    

アークトゥルス隕石跡 

ミニマップ 

 
マップ内スクリーンショット 

 

  

  キャッスルおよびキープから見て２方向の外周で戦うことがメインとなり、 

  領域確保のため歩兵・召喚の運用に工夫が必要なマップとなっております。 

 

  また、マップの中央にはドラゴンのみ到達可能な高台が存在し、 

  メルファリアに住むドラゴンの巣を表しています。 

  美しい景観のマップとなっておりますので、 

  『ファンタジーアース ゼロ』の世界観もお楽しみいただけます。 



 

 

クノーラ雪原 

ミニマップ 

 
ニコナ街道 

ミニマップ 

 
 

■■■■スキルスキルスキルスキル    

「アローレイン」 

・スキル発動までの時間を若干長くいたします。 

・スキル発動後の硬直時間を若干長くいたします。 

 



 

 

『『『『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    ゼロゼロゼロゼロ』』』』についてについてについてについて 

『ファンタジーアース 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。 

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

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、仲間と共に戦い成

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！ 

 

  

  
©2005-2012 SQUARE ENIX CO., Ltd. All Rights Reserved. Licensed to Gamepot Inc.  



 

 

株式会社株式会社株式会社株式会社ゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについて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/ ） 

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 http://www.fezero.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/    

CABAL ONLINE http://www.cabal.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ 

コンチェルトゲート フォルテ http://www.cgf.jp/ 

ブラウザ封神演義 http://buraho.jp/ 

ハウリングソード http://www.hs-online.jp/ 

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

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

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

アヴァロンの鍵ONLINE http://www.avalon-online.jp/ 

アルテイルネット http://www.alteil.jp/ 

THE SHOGUN http://www.theshogun.jp/ 

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 

童話スピリッツ    http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/ 

狩りとも http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/ 

ミニチュアガーデン http://yahoo-mbga.jp/43086316/diary/823168547 

Alteil バトル RPG http://www.alteil.jp/mobile/ 

ネイビーウォーズ http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/ 

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

ワイルドレーシング MAX http://company.gamepot.co.jp/special/wrmax/ 

バトルゴルフ パンヤ http://company.gamepot.co.jp/special/battlegolfpangya/ 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

ゾンビハンターズ by 狩りとも http://company.gamepot.co.jp/special/zombie 

ラテール イリス物語 http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

特殊戦隊クロニクル http://tksc.docs.social-games.jp/support/gp_tksc/index.html 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ http://company.gamepot.co.jp/special/senki/ 

 


