
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

コラボレーション情報更新コラボレーション情報更新コラボレーション情報更新コラボレーション情報更新

オンラインゲームの開発・運営を行う

田修平、以下ゲームポット）は、Windows®

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、

スクウェア・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

ョン情報を更新いたしました。 

新たなジョブをテーマにした新規ルーレットが登場新たなジョブをテーマにした新規ルーレットが登場新たなジョブをテーマにした新規ルーレットが登場新たなジョブをテーマにした新規ルーレットが登場

『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション更新！『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション更新！『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション更新！『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション更新！

本日1月14日(火)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更新い

たしました。 

 

さらなる新規イベント、キャンペーンとともに

がスタートいたします！ 

 

大ボリュームのコラボレーションをお楽しみください！

 

 

 

平成

会 社 名GMO 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』    

コラボレーション情報更新コラボレーション情報更新コラボレーション情報更新コラボレーション情報更新    新規装備がついに登場新規装備がついに登場新規装備がついに登場新規装備がついに登場！！！！    

オンラインゲームの開発・運営を行う GMO ゲームポット株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：植

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

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、1月14

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

 

新たなジョブをテーマにした新規ルーレットが登場新たなジョブをテーマにした新規ルーレットが登場新たなジョブをテーマにした新規ルーレットが登場新たなジョブをテーマにした新規ルーレットが登場    

『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション更新！『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション更新！『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション更新！『ブレイブリーデフォルト』コラボレーション更新！    

    

 

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更新い

さらなる新規イベント、キャンペーンとともに、ついに新作ルーレットの「ブレイブリールーレット第

大ボリュームのコラボレーションをお楽しみください！ 

  

平成26 年1 月14 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

    

    

区、代表取締役社長：植

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

14日(火)に、株式会社

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

 

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更新い

ついに新作ルーレットの「ブレイブリールーレット第 3 弾」



 

■■■■新規ルーレット「ブレイブリールーレット第新規ルーレット「ブレイブリールーレット第新規ルーレット「ブレイブリールーレット第新規ルーレット「ブレイブリールーレット第

    

【実施期間】 

1 月14 日(火)定期メンテナンス終了後から

 

【【【【ブレイブリールーレット第ブレイブリールーレット第ブレイブリールーレット第ブレイブリールーレット第3333 弾弾弾弾    

 

シグレセットシグレセットシグレセットシグレセット    

狩人狩人狩人狩人((((男男男男))))セットセットセットセット    

黒魔道黒魔道黒魔道黒魔道士士士士((((男男男男))))セットセットセットセット

 

 

 

新規ルーレット「ブレイブリールーレット第新規ルーレット「ブレイブリールーレット第新規ルーレット「ブレイブリールーレット第新規ルーレット「ブレイブリールーレット第3333 弾」実装！弾」実装！弾」実装！弾」実装！    

定期メンテナンス終了後から 2 月3 日(月)定期メンテナンス開始前まで

    ラインアップラインアップラインアップラインアップ】】】】    

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    

    ロザンナセットロザンナセットロザンナセットロザンナセット

 

スカウト防具スカウト防具スカウト防具スカウト防具    

    狩人狩人狩人狩人((((女女女女))))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    黒魔黒魔黒魔黒魔道道道道士士士士((((女女女女))))セットセットセットセット

 

  

定期メンテナンス開始前まで 

ロザンナセットロザンナセットロザンナセットロザンナセット    

 

セットセットセットセット    

 

セットセットセットセット    

 



エリックセットエリックセットエリックセットエリックセット    

薬師薬師薬師薬師((((男男男男))))セットセットセットセット    

商人商人商人商人セットセットセットセット    

冒険家セット冒険家セット冒険家セット冒険家セット    

 

 

 

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    

    ジネットセットジネットセットジネットセットジネットセット

 

セスタス防具セスタス防具セスタス防具セスタス防具    

    薬師薬師薬師薬師((((女女女女))))セットセットセットセット

 

共通防具共通防具共通防具共通防具    

イデアイデアイデアイデア((((巫女巫女巫女巫女))))セットセットセットセット

    

    ブラボーバニーセットブラボーバニーセットブラボーバニーセットブラボーバニーセット

    

  

ジネットセットジネットセットジネットセットジネットセット    

 

セットセットセットセット    

 

セットセットセットセット    

    

ブラボーバニーセットブラボーバニーセットブラボーバニーセットブラボーバニーセット    

    



片手剣：片手剣：片手剣：片手剣：レッドローズソードレッドローズソードレッドローズソードレッドローズソード

両手武器：両手武器：両手武器：両手武器：ファーの大斧ファーの大斧ファーの大斧ファーの大斧

短剣：短剣：短剣：短剣：アラステアの短剣アラステアの短剣アラステアの短剣アラステアの短剣

銃銃銃銃：：：：リュンヌの銃リュンヌの銃リュンヌの銃リュンヌの銃

 

 

 

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    

レッドローズソードレッドローズソードレッドローズソードレッドローズソード    盾：盾：盾：盾：レッドローズシールドレッドローズシールドレッドローズシールドレッドローズシールド

 

ファーの大斧ファーの大斧ファーの大斧ファーの大斧    大剣：大剣：大剣：大剣：シグレの太刀シグレの太刀シグレの太刀シグレの太刀

 

アラステアの短剣アラステアの短剣アラステアの短剣アラステアの短剣    弓：弓：弓：弓：クロードの弓クロードの弓クロードの弓クロードの弓

 

リュンヌの銃リュンヌの銃リュンヌの銃リュンヌの銃    杖：杖：杖：杖：キャルヴィンの杖キャルヴィンの杖キャルヴィンの杖キャルヴィンの杖

 

  

レッドローズシールドレッドローズシールドレッドローズシールドレッドローズシールド    

 

シグレの太刀シグレの太刀シグレの太刀シグレの太刀    

 

クロードの弓クロードの弓クロードの弓クロードの弓    

 

キャルヴィンの杖キャルヴィンの杖キャルヴィンの杖キャルヴィンの杖    

 



魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：魔女魔女魔女魔女ヴィクトリアヴィクトリアヴィクトリアヴィクトリア

手甲：手甲：手甲：手甲：封魔のガントレット封魔のガントレット封魔のガントレット封魔のガントレット

 

ボイスチケットボイスチケットボイスチケットボイスチケット：：：：お茶目な老人Ⅰお茶目な老人Ⅰお茶目な老人Ⅰお茶目な老人Ⅰ

 

 

■■■■村の復興を助けよう村の復興を助けよう村の復興を助けよう村の復興を助けよう    イベントイベントイベントイベント

 

1 月14 日(火)より、新規ベント「ノルエンデ村の復興」を開始いたします。

戦争(通常戦争、砦戦、城門戦)

村の復興を手伝いましょう！ 

イベントの進行度によって、コラボレーション限定称号や、限定アイテムを獲得可能です。

 

 

ノルエンデ村の人数ノルエンデ村の人数ノルエンデ村の人数ノルエンデ村の人数

10101010 人人人人

30303030 人人人人

50505050 人人人人

70707070 人人人人

100100100100 人人人人

 

 

 

 

ヴィクトリアヴィクトリアヴィクトリアヴィクトリア    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：ジェニファーレイピアジェニファーレイピアジェニファーレイピアジェニファーレイピア

 

封魔のガントレット封魔のガントレット封魔のガントレット封魔のガントレット    
    

 

 

お茶目な老人Ⅰお茶目な老人Ⅰお茶目な老人Ⅰお茶目な老人Ⅰ    ボイスチケットボイスチケットボイスチケットボイスチケット：：：：陽気な少女Ⅰ陽気な少女Ⅰ陽気な少女Ⅰ陽気な少女Ⅰ

イベントイベントイベントイベント「「「「ノルエンデ村の復興ノルエンデ村の復興ノルエンデ村の復興ノルエンデ村の復興」」」」開始！開始！開始！開始！    

新規ベント「ノルエンデ村の復興」を開始いたします。 

)に参加をすることによって、村に人を連れてくることができます。

 

イベントの進行度によって、コラボレーション限定称号や、限定アイテムを獲得可能です。

ノルエンデ村の人数ノルエンデ村の人数ノルエンデ村の人数ノルエンデ村の人数    称号名称号名称号名称号名    

人人人人    クリスタルを輝かせし者クリスタルを輝かせし者クリスタルを輝かせし者クリスタルを輝かせし者    

人人人人    希望へ向かう序曲希望へ向かう序曲希望へ向かう序曲希望へ向かう序曲    

人人人人    戦いの鐘戦いの鐘戦いの鐘戦いの鐘    

人人人人    彼の者の名は彼の者の名は彼の者の名は彼の者の名は    

人人人人    希望へ向う譚詩曲希望へ向う譚詩曲希望へ向う譚詩曲希望へ向う譚詩曲        

  

ジェニファーレイピアジェニファーレイピアジェニファーレイピアジェニファーレイピア    

 

陽気な少女Ⅰ陽気な少女Ⅰ陽気な少女Ⅰ陽気な少女Ⅰ    

に参加をすることによって、村に人を連れてくることができます。 

イベントの進行度によって、コラボレーション限定称号や、限定アイテムを獲得可能です。 



 

「エアリーイヤー」「エアリーイヤー」「エアリーイヤー」「エアリーイヤー」

 

 

また、見事ノルエンデ村の復興が完了した方の中から抽選で、ニンテンドー

ーデフォルト フォーザ・シークウェル』

 

【実施期間】 

1 月14 日(火)定期メンテナンス終了後から

 

※当選者には当選通知メールをお送りいたします。

 

 

■■■■『『『『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    プレイングブレージュプレイングブレージュプレイングブレージュプレイングブレージュ

        ダブルプレイキャンペーン実施！ダブルプレイキャンペーン実施！ダブルプレイキャンペーン実施！ダブルプレイキャンペーン実施！

1月15日(水)より、『ブレイブリーデフォルト

ゼロ』で使用可能な限定アイテム

 

 

 

【実施期間】 

1 月15 日(水) 、『ブレイブリーデフォルト

2 月5 日(水) 、『ブレイブリーデフォルト

    

※『ファンタジーアース ゼロ』のメンテナンス日ではございません、ご注意ください。

 

 

100100100100 人達成報酬人達成報酬人達成報酬人達成報酬    

「エアリーイヤー」「エアリーイヤー」「エアリーイヤー」「エアリーイヤー」((((男女男女男女男女共通共通共通共通アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ))))    

 

また、見事ノルエンデ村の復興が完了した方の中から抽選で、ニンテンドー3DS 専用ソフト

フォーザ・シークウェル』と、出演声優の直筆サイン色紙をプレゼントいたします

定期メンテナンス終了後から 2 月3 日(月)定期メンテナンス開始前まで 

当選通知メールをお送りいたします。 

プレイングブレージュプレイングブレージュプレイングブレージュプレイングブレージュ』×『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』    

ダブルプレイキャンペーン実施！ダブルプレイキャンペーン実施！ダブルプレイキャンペーン実施！ダブルプレイキャンペーン実施！ 

『ブレイブリーデフォルト プレイングブレージュ』をプレイすると、『ファンタジーアース

で使用可能な限定アイテムがもらえる、ダブルプレイキャンペーンを実施いたします。

イデアの髪飾りイデアの髪飾りイデアの髪飾りイデアの髪飾り((((男女男女男女男女共通共通共通共通頭装備頭装備頭装備頭装備))))    

 

『ブレイブリーデフォルト プレイングブレージュ』定期メンテナンス終了後から

『ブレイブリーデフォルト プレイングブレージュ』定期メンテナンス開始前まで

ゼロ』のメンテナンス日ではございません、ご注意ください。 

専用ソフト『ブレイブリ

と、出演声優の直筆サイン色紙をプレゼントいたします。 

 

『ファンタジーアース 

がもらえる、ダブルプレイキャンペーンを実施いたします。 

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 

 



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

キャンペーン期間中に一度に「3,000

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 3,0003,0003,0003,000 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

    

限定アイテムが手に入るお得なキャンペーンをお見逃しなく！

    

    

詳細は詳細は詳細は詳細は

    

 

 

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

3,000 円以上」もしくは、「5,000 円以上」のオーブをチャージすると

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 5,0005,0005,0005,000 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

お得なキャンペーンをお見逃しなく！ 

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/ 

 

    

        

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    



■作品紹介■作品紹介■作品紹介■作品紹介    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

■ブレイブリーデフォルトとは？ 

林直孝(5pb.)による重厚なストーリー、吉田明彦が描く魅力的な世界とキャラクター、

そして、Revo(Sound Horizon/Linked Horizon

日本の RPG ファンが馴れ親しんだ、

ジョブとアビリティの組み合わせで楽しむ、

そして、バトルをより戦略的に楽しむための新システム、

スクウェア・エニックス RPG の遺伝子を受け継ぎ、日本の

王道ファンタジーRPG、それが『ブレイブリーデフォルト』です。

 

そして、2013 年・・・ 

オリジナル版ユーザーの声を基に、

さらに、現在開発中の続編、『ブレイブリーセカンド』の新システムを先行搭載し、

プレイヤーの皆様に、より快適に、よりお求めやすくお楽しみいただくために

『ブレイブリーデフォルト フォーザ・シークウェル』として再誕しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

【商品概要】 

正式名称 

発売日 

希望小売価格 

対応機種 

プレイ人数 

ＣＥＲＯ 

主要スタッフ 

 

 

 

 

コピーライト 

：ブレイブリーデフォルトフォーザ・シークウェル

：好評発売中 

：パッケージ版／4,990

：ニンテンドー3DS 

：１人（通信プレイあり）

：Ｃ 

：プロデューサー／浅野智也

 シナリオ／林直孝(5pb.)

 音楽／Revo 

 リードアーティスト／吉田明彦

 開発／シリコンスタジオ

：©2012,2013 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

 MAIN CHARACTER DESIGN

 

 

 

による重厚なストーリー、吉田明彦が描く魅力的な世界とキャラクター、 

/Linked Horizon)が書き下ろした珠玉のサウンド－。 

ファンが馴れ親しんだ、 

ジョブとアビリティの組み合わせで楽しむ、高純度のターン制コマンドバトル。 

バトルをより戦略的に楽しむための新システム、“ブレイブ＆デフォルト”を搭載

の遺伝子を受け継ぎ、日本の RPG ファンのために制作、発売された

、それが『ブレイブリーデフォルト』です。 

オリジナル版ユーザーの声を基に、100 を超える改善を施し、 

さらに、現在開発中の続編、『ブレイブリーセカンド』の新システムを先行搭載し、 

プレイヤーの皆様に、より快適に、よりお求めやすくお楽しみいただくために 

フォーザ・シークウェル』として再誕しました。 

        

ブレイブリーデフォルトフォーザ・シークウェル 

4,990 円（税込）前作所持者向け優待DL 版／2,900 円（税込） 

１人（通信プレイあり） 

プロデューサー／浅野智也 

(5pb.) 

リードアーティスト／吉田明彦 

開発／シリコンスタジオ 

SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.  

MAIN CHARACTER DESIGN：Akihiko Yoshida. 

を搭載。 

ファンのために制作、発売された 

 



（「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

『BRAVELY DEFAULT PRAYING BRAGE

「ブレイブリーデフォルト

ブラウザ上でプレイ可能な完全新作オンラインファンタジーＲＰＧです。

フライングフェアリーの世界から

火、水、風、土、の４人の巫女たちがクリスタルを巡り覇権を争うことに…

■サービス概要■サービス概要■サービス概要■サービス概要    

タイトル名    ：『BRAVELY DEFAULT PRAYING BRAGE

ジャンル  ：オンラインファンタジー

サービス開始日 ：好評配信中 

サービス提供サイト ：Yahoo! ゲーム、ハンゲーム、ニコニコアプリ

料金  ：アイテム課金制（基本プレイ料金無料）

開発・運営           ：株式会社スクウェア・エニックス

権利表記  ：©2012-2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

                 MAIN CHARACTER DESIGN :Akihiko Yoshida.

公式サイト URL ： http://bravely.jp

対応ブラウザ ：Internet Explorer8 

インストールされている必要があります。

    

 

 

『『『『BRAVELY DEFAULT PRAYING BRAGEBRAVELY DEFAULT PRAYING BRAGEBRAVELY DEFAULT PRAYING BRAGEBRAVELY DEFAULT PRAYING BRAGE』』』』    

（「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    プレイングブレージュ」）とは？プレイングブレージュ」）とは？プレイングブレージュ」）とは？プレイングブレージュ」）とは？    

    

BRAVELY DEFAULT PRAYING BRAGE』は、2012 年10 月11 日にスクウェア・エニックスより発売された

「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー」の世界観を受け継ぎ、

ブラウザ上でプレイ可能な完全新作オンラインファンタジーＲＰＧです。

フライングフェアリーの世界から 200 年後。ルクセンダルクの地で、世界の崩壊を阻止すべく

火、水、風、土、の４人の巫女たちがクリスタルを巡り覇権を争うことに…

 

公式サイト：公式サイト：公式サイト：公式サイト：    http://bravely.jphttp://bravely.jphttp://bravely.jphttp://bravely.jp    

    

    

    

    

    

BRAVELY DEFAULT PRAYING BRAGE』（「ブレイブリーデフォルト プレイングブレージュ」）

：オンラインファンタジーRPG 

  

ゲーム、ハンゲーム、ニコニコアプリ 

：アイテム課金制（基本プレイ料金無料） 

：株式会社スクウェア・エニックス 

2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. 

MAIN CHARACTER DESIGN :Akihiko Yoshida. 

http://bravely.jp 

Internet Explorer8 以降、 FireFox6、Flash Player 10 以降が 

インストールされている必要があります。 

        

    

日にスクウェア・エニックスより発売された 

フライングフェアリー」の世界観を受け継ぎ、 

ブラウザ上でプレイ可能な完全新作オンラインファンタジーＲＰＧです。 

年後。ルクセンダルクの地で、世界の崩壊を阻止すべく 

火、水、風、土、の４人の巫女たちがクリスタルを巡り覇権を争うことに… 

    

プレイングブレージュ」） 



『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！ 

 

(c)2005-2014 SQUARE ENIX CO., Ltd. All Rights Reserved. Licensed to GMO 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

 

 
2014 SQUARE ENIX CO., Ltd. All Rights Reserved. Licensed to GMO 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

 

 
2014 SQUARE ENIX CO., Ltd. All Rights Reserved. Licensed to GMO Gamepot Inc.   



GMOGMOGMOGMOゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社について 

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 

ペーパーマン 

Wizardry Online 

スカッとゴルフ パンヤ 

Shadow of Eclipse 

トキメキファンタジー ラテール 

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 

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 

Shadow of Eclipse(Android版) 

わグルま★ 

    

 

 

 

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.paperman.jp/ 

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

http://www.pangya.jp/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://www.livly.com/ 

http://www.waguruma.jp/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 

http://star.waguruma.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。 


