
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

豪華声優陣の新規ボイスチケットが登場する他、サイン色紙プレゼントも実施豪華声優陣の新規ボイスチケットが登場する他、サイン色紙プレゼントも実施豪華声優陣の新規ボイスチケットが登場する他、サイン色紙プレゼントも実施豪華声優陣の新規ボイスチケットが登場する他、サイン色紙プレゼントも実施

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。 

男女男女男女男女5555 種類種類種類種類

本日3 月24 日(月)のアップデートにて

 

本ルーレットでは豪華声優陣による新規ボイスチケットが男女合計で

なボイスとなっておりますので、この機会にぜひ入手してキャラクターボイスを

 

さらに、本ルーレットを利用された方の中から抽選で、今回実装されたボイスチケットの声優

イン色紙をプレゼントするキャンペーンも実施いたします

ぜひ特設サイトをチェックしてみてください。

 

 

    

 

 

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』』』』ボイスルーレットボイスルーレットボイスルーレットボイスルーレットⅣをⅣをⅣをⅣを実装実装実装実装    

豪華声優陣の新規ボイスチケットが登場する他、サイン色紙プレゼントも実施豪華声優陣の新規ボイスチケットが登場する他、サイン色紙プレゼントも実施豪華声優陣の新規ボイスチケットが登場する他、サイン色紙プレゼントも実施豪華声優陣の新規ボイスチケットが登場する他、サイン色紙プレゼントも実施

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、

 

期間限定「期間限定「期間限定「期間限定「ボイスルーレットボイスルーレットボイスルーレットボイスルーレットⅣ」が登場Ⅳ」が登場Ⅳ」が登場Ⅳ」が登場    

種類種類種類種類ずつ実装されるずつ実装されるずつ実装されるずつ実装される新たなボイスチケットを獲得新たなボイスチケットを獲得新たなボイスチケットを獲得新たなボイスチケットを獲得しようしようしようしよう！！！！    

 

アップデートにて、「ボイスルーレットⅣ」を実装いたします。 

本ルーレットでは豪華声優陣による新規ボイスチケットが男女合計で10点登場します。

となっておりますので、この機会にぜひ入手してキャラクターボイスを変更しましょう

さらに、本ルーレットを利用された方の中から抽選で、今回実装されたボイスチケットの声優

イン色紙をプレゼントするキャンペーンも実施いたします。 

ぜひ特設サイトをチェックしてみてください。 

        

平成26 年3 月24 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

    

豪華声優陣の新規ボイスチケットが登場する他、サイン色紙プレゼントも実施豪華声優陣の新規ボイスチケットが登場する他、サイン色紙プレゼントも実施豪華声優陣の新規ボイスチケットが登場する他、サイン色紙プレゼントも実施豪華声優陣の新規ボイスチケットが登場する他、サイン色紙プレゼントも実施    

、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、3月24日(月)にアッ

    

    

点登場します。いずれも個性的

ましょう！ 

さらに、本ルーレットを利用された方の中から抽選で、今回実装されたボイスチケットの声優 10 名のサ



■「■「■「■「ボイスルーレットⅣボイスルーレットⅣボイスルーレットⅣボイスルーレットⅣ」ラインアップ」ラインアップ」ラインアップ」ラインアップ

 

男性男性男性男性    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    意志の強い青年Ⅰ意志の強い青年Ⅰ意志の強い青年Ⅰ意志の強い青年Ⅰ

声優：梶声優：梶声優：梶声優：梶    裕貴裕貴裕貴裕貴

※ボイスコマンド例 

【突撃】いくぞ！攻撃準備！！ 

【奇襲注意】周囲を警戒！気を付けろ！！

【挑発】来いよ、相手になってやる！

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    好戦的な男性Ⅱ好戦的な男性Ⅱ好戦的な男性Ⅱ好戦的な男性Ⅱ

声優：神奈声優：神奈声優：神奈声優：神奈    廷年廷年廷年廷年

※ボイスコマンド例 

【挑発】決死の覚悟でかかってきなぁ！

【賞賛】いいねぇ！盛り上がってくるぜ！！

【謝罪】わりぃ！しくじった！！ 

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    気品のある男性Ⅰ気品のある男性Ⅰ気品のある男性Ⅰ気品のある男性Ⅰ

声優：諏訪部声優：諏訪部声優：諏訪部声優：諏訪部    順一順一順一順一

※ボイスコマンド例 

【奇襲注意】ほう 奇襲とは考えたな

【援護】見てられんな 援護しよう

【賞賛】いい腕をしている 

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    狂気じみた男Ⅰ狂気じみた男Ⅰ狂気じみた男Ⅰ狂気じみた男Ⅰ

声優：千葉声優：千葉声優：千葉声優：千葉    繁繁繁繁

※ボイスコマンド例 

【突撃】お仕置きですよォォォ！突撃ィィィ！

【後退】ヒィィィ逃げろー！！ 

【援護】面白そうですねぇ混ぜてくださいヨォ！

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    威厳のある男性Ⅰ威厳のある男性Ⅰ威厳のある男性Ⅰ威厳のある男性Ⅰ

声優：立木声優：立木声優：立木声優：立木    文彦文彦文彦文彦

※ボイスコマンド例 

【突撃】突撃だ 攻撃開始 

【挑発】遊びに付き合っている暇はない

【反撃注意】反撃がくるぞ 警戒しろ

 

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

2014 年3 月24 日（月）定期メンテナンス終了後

2014 年5 月12 日（月）定期メンテナンス開始前

 

    

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記

http://www.fezero.jp/update/voice_roulette4/http://www.fezero.jp/update/voice_roulette4/http://www.fezero.jp/update/voice_roulette4/http://www.fezero.jp/update/voice_roulette4/

    

    

 

 

」ラインアップ」ラインアップ」ラインアップ」ラインアップ    

女性女性女性女性    

意志の強い青年Ⅰ意志の強い青年Ⅰ意志の強い青年Ⅰ意志の強い青年Ⅰ    

裕貴裕貴裕貴裕貴    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    ﾊｲﾃﾝｼｮﾝな少女Ⅱﾊｲﾃﾝｼｮﾝな少女Ⅱﾊｲﾃﾝｼｮﾝな少女Ⅱﾊｲﾃﾝｼｮﾝな少女Ⅱ

声優：声優：声優：声優：阿澄阿澄阿澄阿澄    佳奈佳奈佳奈佳奈

 

周囲を警戒！気を付けろ！！ 

来いよ、相手になってやる！ 

※ボイスコマンド例 

【突撃】突撃ですよ！ウオオオオ！！

【了解】かっしこまりです！！ 

【賞賛】こやつ…なかなかできる…！！

好戦的な男性Ⅱ好戦的な男性Ⅱ好戦的な男性Ⅱ好戦的な男性Ⅱ    

廷年廷年廷年廷年    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    ツンツン少女Ⅲツンツン少女Ⅲツンツン少女Ⅲツンツン少女Ⅲ

声優：声優：声優：声優：伊藤伊藤伊藤伊藤    かな恵かな恵かな恵かな恵

決死の覚悟でかかってきなぁ！ 

いいねぇ！盛り上がってくるぜ！！ 

 

※ボイスコマンド例 

【戦線維持】ここは我慢よ！気合いれなさい！！

【援護】私が助けてあげる、感謝しなさい！

【感謝】ありが…な、何でもない！！

気品のある男性Ⅰ気品のある男性Ⅰ気品のある男性Ⅰ気品のある男性Ⅰ    

順一順一順一順一    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    物静かな少女Ⅲ物静かな少女Ⅲ物静かな少女Ⅲ物静かな少女Ⅲ

声優：声優：声優：声優：桑島桑島桑島桑島    法子法子法子法子

奇襲とは考えたな 

援護しよう 

※ボイスコマンド例 

【挑発】いいだろう、特別に私が相手をしてやる

【反撃注意】敵の反撃だぞ、気を付けろ

【謝罪】すまないと思っている 

狂気じみた男Ⅰ狂気じみた男Ⅰ狂気じみた男Ⅰ狂気じみた男Ⅰ    

繁繁繁繁    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    乱暴な少女Ⅰ乱暴な少女Ⅰ乱暴な少女Ⅰ乱暴な少女Ⅰ

声優：声優：声優：声優：大谷大谷大谷大谷    育江育江育江育江

お仕置きですよォォォ！突撃ィィィ！ 

面白そうですねぇ混ぜてくださいヨォ！ 

※ボイスコマンド例 

【突撃】行くぜぇ！ついてきな！！

【奇襲注意】隠れても無駄だぜぇ！

【了解】あいよ了解ぃ 

威厳のある男性Ⅰ威厳のある男性Ⅰ威厳のある男性Ⅰ威厳のある男性Ⅰ    

文彦文彦文彦文彦    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    照れ屋な少女Ⅰ照れ屋な少女Ⅰ照れ屋な少女Ⅰ照れ屋な少女Ⅰ

声優：声優：声優：声優：藤田藤田藤田藤田    咲咲咲咲

遊びに付き合っている暇はない 

警戒しろ 

※ボイスコマンド例 

【突撃】やってやるわ！突撃よ！

【援護】手伝うわ！いくわよ！！ 

【賞賛】な、なによ結構やるじゃない

日（月）定期メンテナンス終了後 から 

日（月）定期メンテナンス開始前 まで 

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記ボイスボイスボイスボイスルーレット特設ルーレット特設ルーレット特設ルーレット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/update/voice_roulette4/http://www.fezero.jp/update/voice_roulette4/http://www.fezero.jp/update/voice_roulette4/http://www.fezero.jp/update/voice_roulette4/    

    

        

ﾊｲﾃﾝｼｮﾝな少女Ⅱﾊｲﾃﾝｼｮﾝな少女Ⅱﾊｲﾃﾝｼｮﾝな少女Ⅱﾊｲﾃﾝｼｮﾝな少女Ⅱ    

佳奈佳奈佳奈佳奈    

突撃ですよ！ウオオオオ！！ 

こやつ…なかなかできる…！！ 

ツンツン少女Ⅲツンツン少女Ⅲツンツン少女Ⅲツンツン少女Ⅲ    

かな恵かな恵かな恵かな恵    

ここは我慢よ！気合いれなさい！！ 

私が助けてあげる、感謝しなさい！ 

【感謝】ありが…な、何でもない！！ 

物静かな少女Ⅲ物静かな少女Ⅲ物静かな少女Ⅲ物静かな少女Ⅲ    

法子法子法子法子    

いいだろう、特別に私が相手をしてやる 

敵の反撃だぞ、気を付けろ 

乱暴な少女Ⅰ乱暴な少女Ⅰ乱暴な少女Ⅰ乱暴な少女Ⅰ    

育江育江育江育江    

行くぜぇ！ついてきな！！ 

隠れても無駄だぜぇ！ 

照れ屋な少女Ⅰ照れ屋な少女Ⅰ照れ屋な少女Ⅰ照れ屋な少女Ⅰ    

咲咲咲咲    

やってやるわ！突撃よ！ 

 

な、なによ結構やるじゃない 



ウォリアー、スカウト、ソーサラー防具とアクセサリ、ボイスチケットが新たに登場ウォリアー、スカウト、ソーサラー防具とアクセサリ、ボイスチケットが新たに登場ウォリアー、スカウト、ソーサラー防具とアクセサリ、ボイスチケットが新たに登場ウォリアー、スカウト、ソーサラー防具とアクセサリ、ボイスチケットが新たに登場

 

本日3 月24 日(月)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

ウト防具は同じく四神の白虎、そしてソーサラーは四霊の麒麟をモチーフとしたデザインとなっておりま

す。 

 

また、今回の更新で登場するアクセサリ

ナシャギー」、そして男性用の髪型アクセサリ「ノーブルアシメ」の性別を逆転させたバージョンとなってお

ります。 

髪型は好きなものの性別が違って装備ができなかった、という方はどうぞこの機会をお見逃しなく！

    

■「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    

アズナスルアズナスルアズナスルアズナスルセットセットセットセット

 

 

 

「ヴィラーノルーレット」更新「ヴィラーノルーレット」更新「ヴィラーノルーレット」更新「ヴィラーノルーレット」更新    

ウォリアー、スカウト、ソーサラー防具とアクセサリ、ボイスチケットが新たに登場ウォリアー、スカウト、ソーサラー防具とアクセサリ、ボイスチケットが新たに登場ウォリアー、スカウト、ソーサラー防具とアクセサリ、ボイスチケットが新たに登場ウォリアー、スカウト、ソーサラー防具とアクセサリ、ボイスチケットが新たに登場

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を更新。ウォリアー防具は四神の青龍、スカ

ウト防具は同じく四神の白虎、そしてソーサラーは四霊の麒麟をモチーフとしたデザインとなっておりま

また、今回の更新で登場するアクセサリ 2 点は、既に実装されている女性用の髪型アクセサリ「アンテ

ナシャギー」、そして男性用の髪型アクセサリ「ノーブルアシメ」の性別を逆転させたバージョンとなってお

髪型は好きなものの性別が違って装備ができなかった、という方はどうぞこの機会をお見逃しなく！

■「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    

セットセットセットセット    アズルニャトアズルニャトアズルニャトアズルニャトセットセットセットセット

 

  

ウォリアー、スカウト、ソーサラー防具とアクセサリ、ボイスチケットが新たに登場ウォリアー、スカウト、ソーサラー防具とアクセサリ、ボイスチケットが新たに登場ウォリアー、スカウト、ソーサラー防具とアクセサリ、ボイスチケットが新たに登場ウォリアー、スカウト、ソーサラー防具とアクセサリ、ボイスチケットが新たに登場    

    
す。 

ウォリアー防具は四神の青龍、スカ

ウト防具は同じく四神の白虎、そしてソーサラーは四霊の麒麟をモチーフとしたデザインとなっておりま

既に実装されている女性用の髪型アクセサリ「アンテ

ナシャギー」、そして男性用の髪型アクセサリ「ノーブルアシメ」の性別を逆転させたバージョンとなってお

髪型は好きなものの性別が違って装備ができなかった、という方はどうぞこの機会をお見逃しなく！ 

セットセットセットセット    

 



アブレカーアブレカーアブレカーアブレカーセットセットセットセット

ザラーファザラーファザラーファザラーファセットセットセットセット

    

男性男性男性男性    

アンテナシャギーアンテナシャギーアンテナシャギーアンテナシャギー

    

男性男性男性男性

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    古風な男Ⅰ古風な男Ⅰ古風な男Ⅰ古風な男Ⅰ

声優：声優：声優：声優：中村中村中村中村

    

    

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。

 

 

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    アブルシェラアブルシェラアブルシェラアブルシェラ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    ザラフタンザラフタンザラフタンザラフタンセットセットセットセット

 

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

アンテナシャギーアンテナシャギーアンテナシャギーアンテナシャギー((((青青青青))))    

女性女性女性女性    

ノーブルアシメノーブルアシメノーブルアシメノーブルアシメ((((

 

【【【【    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    

古風な男Ⅰ古風な男Ⅰ古風な男Ⅰ古風な男Ⅰ    

中村中村中村中村    悠一悠一悠一悠一    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    素直な少女Ⅰ素直な少女Ⅰ素直な少女Ⅰ素直な少女Ⅰ    

声優：声優：声優：声優：丹下丹下丹下丹下    桜桜桜桜    

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/    

セットセットセットセット    

 

セットセットセットセット    

 

((((桃桃桃桃))))    

 

        



オーブの購入と消費をするなら今がお得オーブの購入と消費をするなら今がお得オーブの購入と消費をするなら今がお得オーブの購入と消費をするなら今がお得

「プチデビルウィング」「プチデビルウィング」「プチデビルウィング」「プチデビルウィング」

 

本日3 月24 日(月)より、オーブ購入にお得な「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」を開始いたしま

す。 

 

【オーブチャージキャンペーン】【オーブチャージキャンペーン】【オーブチャージキャンペーン】【オーブチャージキャンペーン】    

キャンペーン期間中、1 度に 3,000

ります。 

 

 

さらに、期間中１度に 3,000 円以上オーブを購入すると、アカウント内に存在するキャラクター全員にア

イテム「育成支援セット」をプレゼントいたします。

 

※「育成支援セット」梱包内容 ： 

 

 

【オーブラリーキャンペーン】【オーブラリーキャンペーン】【オーブラリーキャンペーン】【オーブラリーキャンペーン】    

キャンペーン期間中、ゲーム内で

なアイテムを獲得することができます。なお、消費によるスタンプ獲得は、キャンペーン開始前から保有し

ているオーブの消費も対象となります。

 

オーブ消費合計額オーブ消費合計額オーブ消費合計額オーブ消費合計額    

50A 

100A 

150A 

200A 

250A 

 

 

オーブの購入と消費をするなら今がお得オーブの購入と消費をするなら今がお得オーブの購入と消費をするなら今がお得オーブの購入と消費をするなら今がお得        

「プチデビルウィング」「プチデビルウィング」「プチデビルウィング」「プチデビルウィング」がががが貰える「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」開催！貰える「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」開催！貰える「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」開催！貰える「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」開催！

、オーブ購入にお得な「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」を開始いたしま

    

3,000 円以上のオーブを購入すると、オーブボーナスが通常時の

円以上オーブを購入すると、アカウント内に存在するキャラクター全員にア

イテム「育成支援セット」をプレゼントいたします。 

 流転の羽×1 ハイリジェネレート×50 精錬の密書×

キャンペーン期間中、ゲーム内で 50 オーブ消費するごとにスタンプが貰えます。スタンプに応じて様々

なアイテムを獲得することができます。なお、消費によるスタンプ獲得は、キャンペーン開始前から保有し

ているオーブの消費も対象となります。 

特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム    

シルバーコイン×1 

ハイリジェネレート×5 

ハイパワーポット×5 

特製エンチャントセット R×1 

シルバーコイン×1 

貰える「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」開催！貰える「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」開催！貰える「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」開催！貰える「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」開催！    

    
、オーブ購入にお得な「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」を開始いたしま

円以上のオーブを購入すると、オーブボーナスが通常時の 2 倍とな

 

円以上オーブを購入すると、アカウント内に存在するキャラクター全員にア

精錬の密書×1 

オーブ消費するごとにスタンプが貰えます。スタンプに応じて様々

なアイテムを獲得することができます。なお、消費によるスタンプ獲得は、キャンペーン開始前から保有し



300A 

350A 

400A 

450A 

500A 

550A 

600A 

650A 

700A 

750A 

800A 

850A 

900A 

950A 

1,000A 

 

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

2014 年3 月24 日（月）定期メンテナンス終了後

2014 年4 月7 日（月）定期メンテナンス開始前

 

    

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記

http://www.fezero.jp/campaign/20140324/http://www.fezero.jp/campaign/20140324/http://www.fezero.jp/campaign/20140324/http://www.fezero.jp/campaign/20140324/

    

    

 

 

ビルドアタックブースト R×5 

セルフケアセット×1 

強固の結晶×3 

シルバーコイン×2 

匠の砥石×1 

パワーリジェネ R×5 

下記2 種から いずれか 1 点 

・プチデビルウィング（男女共通頭防具） 

・精錬の密書 

シルバーコイン×3 

穿孔の石×1 

ヴィネルワイン×10 

完遂の証 

シルバーコイン×3 

流転の羽×1 

追憶の壺×1 

ゴールドコイン×1 

日（月）定期メンテナンス終了後 から 

日（月）定期メンテナンス開始前 まで 

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン特設ページをご覧ください。特設ページをご覧ください。特設ページをご覧ください。特設ページをご覧ください。    

http://www.fezero.jp/campaign/20140324/http://www.fezero.jp/campaign/20140324/http://www.fezero.jp/campaign/20140324/http://www.fezero.jp/campaign/20140324/ 

 

        



『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., Ltd. All Rights Reserved. Licensed to GMO Gamepot Inc. 

 

 

    

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

 

 
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を楽しむ

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 

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 

Livly Island COR 

コアマスターズ 

MIRROR WAR 

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.livly.com/ 

http://www.coremasters.jp/ 

http://www.mirrorwar.jp/pre/ 

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。 


