
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

ルーレットの追加・更新のほか、イベントも開催ルーレットの追加・更新のほか、イベントも開催ルーレットの追加・更新のほか、イベントも開催ルーレットの追加・更新のほか、イベントも開催

オンラインゲームの開発・運営を行う

部 直人、以下 GMO ゲームポット）は、

『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、

プデートを実施いたします。 

防具防具防具防具6666 点とボイスチケット点とボイスチケット点とボイスチケット点とボイスチケット

本日1 月24 日(金)のアップデートにて

 

今回はウォリアー、スカウト、ソーサラーのクラス専用防具

ラス共通防具「白澤セット」「猫又セット」と同様、和のテイストが漂うデザインとなっており、華やかな衣装

が目を引きます。 

 

和風デザインの武器との相性もいいラインアップとなっておりますので、セットで使うもよし、コーディネ

イトのアクセントとして使うもよしの新装備をどうぞお見逃しなく！
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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』』』』アップデートの実施アップデートの実施アップデートの実施アップデートの実施    

ルーレットの追加・更新のほか、イベントも開催ルーレットの追加・更新のほか、イベントも開催ルーレットの追加・更新のほか、イベントも開催ルーレットの追加・更新のほか、イベントも開催    

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（東京都渋谷区、代表取締役社長：

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

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、
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アップデートにて、ヴィラーノルーレットの景品を更新いたします

今回はウォリアー、スカウト、ソーサラーのクラス専用防具が更新となります。前回の更新で登場したク

ラス共通防具「白澤セット」「猫又セット」と同様、和のテイストが漂うデザインとなっており、華やかな衣装

和風デザインの武器との相性もいいラインアップとなっておりますので、セットで使うもよし、コーディネ

イトのアクセントとして使うもよしの新装備をどうぞお見逃しなく！ 

        

平成26 年1 月24 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

、代表取締役社長：服

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

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24日(金)にアッ

点が新たに登場点が新たに登場点が新たに登場点が新たに登場    

    

す。 

が更新となります。前回の更新で登場したク

ラス共通防具「白澤セット」「猫又セット」と同様、和のテイストが漂うデザインとなっており、華やかな衣装

和風デザインの武器との相性もいいラインアップとなっておりますので、セットで使うもよし、コーディネ



■「ヴィラーノルーレット」ラインアップ■「ヴィラーノルーレット」ラインアップ■「ヴィラーノルーレット」ラインアップ■「ヴィラーノルーレット」ラインアップ

男性男性男性男性    

大嶽大嶽大嶽大嶽セットセットセットセット    

八握脛八握脛八握脛八握脛セットセットセットセット    

尾裂狐尾裂狐尾裂狐尾裂狐セットセットセットセット    

 

    

 

 

■「ヴィラーノルーレット」ラインアップ■「ヴィラーノルーレット」ラインアップ■「ヴィラーノルーレット」ラインアップ■「ヴィラーノルーレット」ラインアップ    

【【【【    防具防具防具防具    】】】】    

女性女性女性女性    

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    

    鈴鹿鈴鹿鈴鹿鈴鹿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    

    絡新婦絡新婦絡新婦絡新婦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    

    天逆毎天逆毎天逆毎天逆毎セットセットセットセット    

 

        

    

 

    

 

    

 



男性男性男性男性    

メンズポニーテールメンズポニーテールメンズポニーテールメンズポニーテール

男性男性男性男性

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    落ち着いた青年落ち着いた青年落ち着いた青年落ち着いた青年

声優：浪川声優：浪川声優：浪川声優：浪川

詳細は下記ルーレット特設ページをご覧ください。詳細は下記ルーレット特設ページをご覧ください。詳細は下記ルーレット特設ページをご覧ください。詳細は下記ルーレット特設ページをご覧ください。

    

    

 

 

【【【【    アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ    】】】】    

メンズポニーテールメンズポニーテールメンズポニーテールメンズポニーテール((((青青青青))))    

女性女性女性女性    

ガーリッシュテールガーリッシュテールガーリッシュテールガーリッシュテール

 

    

    

【【【【    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    】】】】    

男性男性男性男性    女性女性女性女性    

落ち着いた青年落ち着いた青年落ち着いた青年落ち着いた青年ⅠⅠⅠⅠ    

声優：浪川声優：浪川声優：浪川声優：浪川    大輔大輔大輔大輔    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    ツンツンツンツンツンツンツンツン少女少女少女少女ⅡⅡⅡⅡ    

声優：加藤声優：加藤声優：加藤声優：加藤    英美里英美里英美里英美里    

    

    

詳細は下記ルーレット特設ページをご覧ください。詳細は下記ルーレット特設ページをご覧ください。詳細は下記ルーレット特設ページをご覧ください。詳細は下記ルーレット特設ページをご覧ください。    

http://www.fezero.jp/roulette/http://www.fezero.jp/roulette/http://www.fezero.jp/roulette/http://www.fezero.jp/roulette/ 

    

        

ガーリッシュテールガーリッシュテールガーリッシュテールガーリッシュテール((((桃桃桃桃))))    

 

    



『ブレイブリーデフォルト』コラボルーレット第『ブレイブリーデフォルト』コラボルーレット第『ブレイブリーデフォルト』コラボルーレット第『ブレイブリーデフォルト』コラボルーレット第

2012201220122012 年コラボレーション時の第年コラボレーション時の第年コラボレーション時の第年コラボレーション時の第

本日1 月24 日(金)アップデートにて、

ルして再登場いたします。 

 

「ブレイブリールーレット 第1

手できなかった方も、この機会に

 

 

■■■■「ブレイブリールーレット「ブレイブリールーレット「ブレイブリールーレット「ブレイブリールーレット    第第第第2222

男性男性男性男性    

聖騎士聖騎士聖騎士聖騎士((((男男男男))))セットセットセットセット

 

 

 

『ブレイブリーデフォルト』コラボルーレット第『ブレイブリーデフォルト』コラボルーレット第『ブレイブリーデフォルト』コラボルーレット第『ブレイブリーデフォルト』コラボルーレット第 2222 弾弾弾弾    

年コラボレーション時の第年コラボレーション時の第年コラボレーション時の第年コラボレーション時の第2222 弾ルーレットがパワーアップして再登場弾ルーレットがパワーアップして再登場弾ルーレットがパワーアップして再登場弾ルーレットがパワーアップして再登場

 

アップデートにて、2012 年に実施した「ブレイブリールーレット 第

1弾」と同様、クオリティアップを行っています。前回のコ

、この機会に装備を入手して『ブレイブリーデフォルト』のキャラクター

2222 弾」弾」弾」弾」ラインアップラインアップラインアップラインアップ    

【【【【    防具防具防具防具    】】】】    

女性女性女性女性    

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    聖騎士聖騎士聖騎士聖騎士((((女女女女))))セットセットセットセット

 

  

弾ルーレットがパワーアップして再登場弾ルーレットがパワーアップして再登場弾ルーレットがパワーアップして再登場弾ルーレットがパワーアップして再登場    

 

第2 弾」がリニューア

前回のコラボレーションで入

のキャラクターになりきろう！ 

セットセットセットセット    

 



忍者忍者忍者忍者((((男男男男))))セットセットセットセット

召喚士召喚士召喚士召喚士((((男男男男))))セットセットセットセット

魔法剣士魔法剣士魔法剣士魔法剣士((((男男男男))))セットセットセットセット

海賊海賊海賊海賊((((男男男男))))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    忍者忍者忍者忍者((((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    召喚士召喚士召喚士召喚士((((女女女女))))セットセットセットセット

 

フェンサーフェンサーフェンサーフェンサー防具防具防具防具 

セットセットセットセット    魔法剣士魔法剣士魔法剣士魔法剣士((((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    海賊海賊海賊海賊((((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    

 

セットセットセットセット    

 



ヴァンパイアヴァンパイアヴァンパイアヴァンパイア((((男男男男))))セットセットセットセット

リングアベルセットリングアベルセットリングアベルセットリングアベルセット

    

 

    

 

※武器ラインアップは「ブレイブリールーレット

 2012 年の「ブレイブリールーレット

 既に獲得済みの武器は当選いたしません。

 

 

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    ヴァンパイアヴァンパイアヴァンパイアヴァンパイア((((女女女女))))セットセットセットセット

 

リングアベルセットリングアベルセットリングアベルセットリングアベルセット    イデアセットイデアセットイデアセットイデアセット    

 

アニエスアニエスアニエスアニエス((((巫女巫女巫女巫女))))セットセットセットセット

ブラボービキニセットブラボービキニセットブラボービキニセットブラボービキニセット

※武器ラインアップは「ブレイブリールーレット 第1 弾」と同一の内容となります。 

年の「ブレイブリールーレット 第1 弾 第2 弾」および今回の「ブレイブリールーレット

既に獲得済みの武器は当選いたしません。 

セットセットセットセット    

 

    

 

セットセットセットセット    

 

ブラボービキニセットブラボービキニセットブラボービキニセットブラボービキニセット    

 

弾」および今回の「ブレイブリールーレット 第1 弾」で 



    

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

1 月24 日(金)臨時メンテナンス終了後

    

    

■「テイクバックキャンペーン■「テイクバックキャンペーン■「テイクバックキャンペーン■「テイクバックキャンペーン    第第第第

 

1月24日(金)より「テイクバックキャンペーン

ールーレット 第2弾」を通じて獲得した装備を破棄または

とにより本キャンペーンを通じて再度入手することができます。

 

今回の「ブレイブリールーレット

会をご活用ください！ 

    

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

  1 月24 日(金)臨時メンテナンス終了後

 

詳細は詳細は詳細は詳細は

    

 

 

臨時メンテナンス終了後 から 2 月10 日(月)定期メンテナンス開始前 まで

第第第第 2222 弾」開始弾」開始弾」開始弾」開始    

より「テイクバックキャンペーン 第2弾」を開始いたします。2012年に実施した「ブレイブリ

を通じて獲得した装備を破棄またはリサイクルされている場合、リングを消費するこ

とにより本キャンペーンを通じて再度入手することができます。 

今回の「ブレイブリールーレット 第2弾」実施にあたり装備のグラフィックもリニューアル

臨時メンテナンス終了後 から 2 月10 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/ 

    

        

まで 

年に実施した「ブレイブリ

されている場合、リングを消費するこ

弾」実施にあたり装備のグラフィックもリニューアル！ ぜひこの機

 まで 



『『『『7777th th th th AnniversaryAnniversaryAnniversaryAnniversary

コスト上限アップやエンチャント下限の上昇コスト上限アップやエンチャント下限の上昇コスト上限アップやエンチャント下限の上昇コスト上限アップやエンチャント下限の上昇

 

1月24日(金)より、2013年12月に実施したイベント「メルファリアビンゴ★フィーバー」のボーナスイベン

トを実施いたします。 

 

■ボーナスイベント内容■ボーナスイベント内容■ボーナスイベント内容■ボーナスイベント内容    

【全体報酬① 3rd フィーバー報酬】

 期間中は 1 戦で使えるアイテムのコスト上限が通常時の

 

【全体報酬① 4th フィーバー報酬】

 期間中は以下のようにエンチャントの下限が上昇し、低い数値がでにくい状態となります。

 

対象エンチャントアイテム対象エンチャントアイテム対象エンチャントアイテム対象エンチャントアイテム    

フィズアタックゲイン 

フィズアタックゲイン R 

フィズガードゲイン 

フィズガードゲイン R 

 

 

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

1 月24 日(金)臨時メンテナンス終了後

 

イベントのイベントのイベントのイベントの

http://www.fezero.jp/7th_anniversary/event/bingo.aspxhttp://www.fezero.jp/7th_anniversary/event/bingo.aspxhttp://www.fezero.jp/7th_anniversary/event/bingo.aspxhttp://www.fezero.jp/7th_anniversary/event/bingo.aspx

 

 

AnniversaryAnniversaryAnniversaryAnniversary』イベント「メルファリアビンゴ★フィーバー」』イベント「メルファリアビンゴ★フィーバー」』イベント「メルファリアビンゴ★フィーバー」』イベント「メルファリアビンゴ★フィーバー」    

コスト上限アップやエンチャント下限の上昇コスト上限アップやエンチャント下限の上昇コスト上限アップやエンチャント下限の上昇コスト上限アップやエンチャント下限の上昇のボーナスイベントを実施のボーナスイベントを実施のボーナスイベントを実施のボーナスイベントを実施

月に実施したイベント「メルファリアビンゴ★フィーバー」のボーナスイベン

ィーバー報酬】 期間限定コストアップ 

戦で使えるアイテムのコスト上限が通常時の 130 から 160 に上昇いたします。

ィーバー報酬】 期間限定エンチャント下限上昇 

以下のようにエンチャントの下限が上昇し、低い数値がでにくい状態となります。

    通常時通常時通常時通常時    振れ幅振れ幅振れ幅振れ幅    期間中期間中期間中期間中

5～15 10

7～20 14

臨時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

イベントのイベントのイベントのイベントの詳細は詳細は詳細は詳細は下記の下記の下記の下記の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/event/bingo.aspxhttp://www.fezero.jp/7th_anniversary/event/bingo.aspxhttp://www.fezero.jp/7th_anniversary/event/bingo.aspxhttp://www.fezero.jp/7th_anniversary/event/bingo.aspx    

    

のボーナスイベントを実施のボーナスイベントを実施のボーナスイベントを実施のボーナスイベントを実施    

 

月に実施したイベント「メルファリアビンゴ★フィーバー」のボーナスイベン

に上昇いたします。 

以下のようにエンチャントの下限が上昇し、低い数値がでにくい状態となります。 

期間中期間中期間中期間中    振れ幅振れ幅振れ幅振れ幅    

10～15 

14～20 

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

ことができる、オンラインアクション RPG

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.

 

 

ゼロ』についてゼロ』についてゼロ』についてゼロ』について 

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

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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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 

GMO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/ 
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