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『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

アッアッアッアップデート実施にあわせて「シルバーコイン」がもらえるキャンペーンをプデート実施にあわせて「シルバーコイン」がもらえるキャンペーンをプデート実施にあわせて「シルバーコイン」がもらえるキャンペーンをプデート実施にあわせて「シルバーコイン」がもらえるキャンペーンを

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、

プデートを実施しました。 

アイテムウィンドウの拡張やエクスバンクⅡの追加アイテムウィンドウの拡張やエクスバンクⅡの追加アイテムウィンドウの拡張やエクスバンクⅡの追加アイテムウィンドウの拡張やエクスバンクⅡの追加

インターフェイス改修などの利便性向上アップデートを実施インターフェイス改修などの利便性向上アップデートを実施インターフェイス改修などの利便性向上アップデートを実施インターフェイス改修などの利便性向上アップデートを実施

4 月21 日(月)のアップデートにて

 

本アップデートは、皆様がより快適に

分の利便性向上を図ることを目的としております。

幅増加など、大変便利な内容となっておりますので、ぜひ実際に触れて利便性の向上を体験してみてくだ

さい。 

 

■インベントリ枠の増加■インベントリ枠の増加■インベントリ枠の増加■インベントリ枠の増加    

所持アイテムのインベントリ枠数が

【計36 枠】へと増加いたしました。

 

また、アップデート以前は【横

必要がありましたが、枠数増加に併せてアイテムウィンドウのサイズを拡大し、【横

をスクロールせずに目視できるようにインターフェイスの改修を行いま

 

 

 

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』』』』システムアップデート実施システムアップデート実施システムアップデート実施システムアップデート実施    

プデート実施にあわせて「シルバーコイン」がもらえるキャンペーンをプデート実施にあわせて「シルバーコイン」がもらえるキャンペーンをプデート実施にあわせて「シルバーコイン」がもらえるキャンペーンをプデート実施にあわせて「シルバーコイン」がもらえるキャンペーンを

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、

 

アイテムウィンドウの拡張やエクスバンクⅡの追加アイテムウィンドウの拡張やエクスバンクⅡの追加アイテムウィンドウの拡張やエクスバンクⅡの追加アイテムウィンドウの拡張やエクスバンクⅡの追加    

インターフェイス改修などの利便性向上アップデートを実施インターフェイス改修などの利便性向上アップデートを実施インターフェイス改修などの利便性向上アップデートを実施インターフェイス改修などの利便性向上アップデートを実施    

 

アップデートにて、「アイテムインベントリ アップデート」を実施しました

皆様がより快適にプレイを楽しむことができるよう、アイテムの取り扱いに関わる

便性向上を図ることを目的としております。インターフェイス改修や、アイテムスタック

なっておりますので、ぜひ実際に触れて利便性の向上を体験してみてくだ

所持アイテムのインベントリ枠数が、従来の【横5 枠×縦6 枠】の【計30 枠】から、【横

した。 

また、アップデート以前は【横 5 枠×縦 4 枠】しか一度に表示することができず、スクロールを使用する

必要がありましたが、枠数増加に併せてアイテムウィンドウのサイズを拡大し、【横 6 枠×縦

をスクロールせずに目視できるようにインターフェイスの改修を行いました。 

平成26 年4 月22 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

    

プデート実施にあわせて「シルバーコイン」がもらえるキャンペーンをプデート実施にあわせて「シルバーコイン」がもらえるキャンペーンをプデート実施にあわせて「シルバーコイン」がもらえるキャンペーンをプデート実施にあわせて「シルバーコイン」がもらえるキャンペーンを開催開催開催開催    

、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、4月21日(月)にアッ

    
した。 

ムの取り扱いに関わる部

スタック数の上限大

なっておりますので、ぜひ実際に触れて利便性の向上を体験してみてくだ

枠】から、【横6 枠×縦6 枠】の

枠】しか一度に表示することができず、スクロールを使用する

枠×縦 6 枠】すべて



    

■エクスバンクⅡの実装■エクスバンクⅡの実装■エクスバンクⅡの実装■エクスバンクⅡの実装    

現在実装済みのエクスバンクと同じ機能を持つエクスバンクⅡを実装いたしま

Ⅱの実装に伴い、従来のエクスバンクはエクスバンクⅠへと名称を変更しま

 

エクスバンクⅡはエクスバンクⅠの開設および拡張状況を問わず、開設することが可能であるため、エ

クスバンクⅠを開設していないキャラクターで

 

また、エクスバンクⅡはエクスバンクⅠと同様に開設時の枠数が【

ルもエクスバンクⅠと同一となっ

ともに【1800 枠】です。 

 

 

 

現在実装済みのエクスバンクと同じ機能を持つエクスバンクⅡを実装いたしました。また、エクスバンク

Ⅱの実装に伴い、従来のエクスバンクはエクスバンクⅠへと名称を変更しました。 

エクスバンクⅡはエクスバンクⅠの開設および拡張状況を問わず、開設することが可能であるため、エ

クスバンクⅠを開設していないキャラクターでも開設することが可能です。 

また、エクスバンクⅡはエクスバンクⅠと同様に開設時の枠数が【15枠】となっており、以降の拡張ルー

ルもエクスバンクⅠと同一となっております。拡張上限については、エクスバンクⅠおよびエクスバンクⅡ

    

。また、エクスバンク

エクスバンクⅡはエクスバンクⅠの開設および拡張状況を問わず、開設することが可能であるため、エ

枠】となっており、以降の拡張ルー

エクスバンクⅠおよびエクスバンクⅡ



 

 

■バンクおよびエクスバンクのインターフェイス改善■バンクおよびエクスバンクのインターフェイス改善■バンクおよびエクスバンクのインターフェイス改善■バンクおよびエクスバンクのインターフェイス改善

従来、バンクを開いた際にはアイテムウィンドウが【横

か一度に表示されませんでしたが、アップデート実施以降、アイテムウィンドウは【横

クは【横 10 枠×縦 6 枠】が一度に表示されるようになり、スクロールを行わずにすべてのアイテムを目視

することが可能となりました。 

 

また、アップデート以前はバンク

にてインターフェイスの改修を行い、バンクお

用することが可能となりました。 

 

 

 

■バンクおよびエクスバンクのインターフェイス改善■バンクおよびエクスバンクのインターフェイス改善■バンクおよびエクスバンクのインターフェイス改善■バンクおよびエクスバンクのインターフェイス改善    

従来、バンクを開いた際にはアイテムウィンドウが【横 5 枠×縦 4 枠】、バンクが【横

か一度に表示されませんでしたが、アップデート実施以降、アイテムウィンドウは【横6

枠】が一度に表示されるようになり、スクロールを行わずにすべてのアイテムを目視

また、アップデート以前はバンクNPCとエクスバンクNPCを別途設置しておりましたが、本アップデート

改修を行い、バンクおよびエクスバンクⅠ、エクスバンクⅡをタブで切り替えて利

 

 

枠】、バンクが【横 10 枠×縦 3 枠】し

6枠×縦6枠】、バン

枠】が一度に表示されるようになり、スクロールを行わずにすべてのアイテムを目視

を別途設置しておりましたが、本アップデート

よびエクスバンクⅠ、エクスバンクⅡをタブで切り替えて利

 



■「エクスバンク契約書」の価格変更■「エクスバンク契約書」の価格変更■「エクスバンク契約書」の価格変更■「エクスバンク契約書」の価格変更

本アップデートの実施に併せて、「エクスバンク契約書」の販売価格を値下げ

 

 

エクスバンク契約書×1 

エクスバンク契約書×5 セット

エクスバンク契約書×10 セット

 

※価格変更に伴い、「エクスバンク契約書」リサイクル時の還元リング数を従来の【

グ】へ変更いたしました。 

 

 

■「エクスバンク特約書」の販売開始■「エクスバンク特約書」の販売開始■「エクスバンク特約書」の販売開始■「エクスバンク特約書」の販売開始

道具屋NPC の販売アイテムラインアップに「エクスバンク特約書」を追加し、リング販売

 

 

■「エクスバンク特約書」プレゼント配布■「エクスバンク特約書」プレゼント配布■「エクスバンク特約書」プレゼント配布■「エクスバンク特約書」プレゼント配布

エクスバンクⅡの実装を記念して、

応じて「エクスバンク特約書」をプレゼントいたします。

 

拡張済み枠数拡張済み枠数拡張済み枠数拡張済み枠数

300～595 枠

600～895 枠

900～1195 枠

1200～1495 枠

1500～1800 枠

 

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記

    

 

 

■「エクスバンク契約書」の価格変更■「エクスバンク契約書」の価格変更■「エクスバンク契約書」の価格変更■「エクスバンク契約書」の価格変更    

本アップデートの実施に併せて、「エクスバンク契約書」の販売価格を値下げいたしました

旧価格旧価格旧価格旧価格    新価格新価格新価格新価格

 40A 

セット 180A 160A160A160A160A

セット 350A 300A300A300A300A

※価格変更に伴い、「エクスバンク契約書」リサイクル時の還元リング数を従来の【80 リング】から【

■「エクスバンク特約書」の販売開始■「エクスバンク特約書」の販売開始■「エクスバンク特約書」の販売開始■「エクスバンク特約書」の販売開始    

の販売アイテムラインアップに「エクスバンク特約書」を追加し、リング販売

 

■「エクスバンク特約書」プレゼント配布■「エクスバンク特約書」プレゼント配布■「エクスバンク特約書」プレゼント配布■「エクスバンク特約書」プレゼント配布    

エクスバンクⅡの実装を記念して、4 月 21 日(月)定期メンテナンス実施時点でのエクスバンク拡張数に

応じて「エクスバンク特約書」をプレゼントいたします。 

拡張済み枠数拡張済み枠数拡張済み枠数拡張済み枠数    「エクスバンク特約書」プレゼント個数「エクスバンク特約書」プレゼント個数「エクスバンク特約書」プレゼント個数「エクスバンク特約書」プレゼント個数

枠 1 個 

枠 2 個 

枠 3 個 

枠 4 個 

枠 5 個 

    

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記アップデートアップデートアップデートアップデート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/update/20140227/http://www.fezero.jp/update/20140227/http://www.fezero.jp/update/20140227/http://www.fezero.jp/update/20140227/    

いたしました。 

新価格新価格新価格新価格    

35A35A35A35A    

160A160A160A160A    

300A300A300A300A    

リング】から【70 リン

の販売アイテムラインアップに「エクスバンク特約書」を追加し、リング販売中です。 

メンテナンス実施時点でのエクスバンク拡張数に

「エクスバンク特約書」プレゼント個数「エクスバンク特約書」プレゼント個数「エクスバンク特約書」プレゼント個数「エクスバンク特約書」プレゼント個数    



抽選で抽選で抽選で抽選で

アップデート実施に併せて「アップデート記念プレゼントキャンペーン」アップデート実施に併せて「アップデート記念プレゼントキャンペーン」アップデート実施に併せて「アップデート記念プレゼントキャンペーン」アップデート実施に併せて「アップデート記念プレゼントキャンペーン」

4 月 21 日(月)定期メンテナンス終了後より「アップデート記念プレゼントキャンペーン」を開始いたしま

た。 

 

期間中、対象戦争に 5 戦以上参戦するともれなく「シルバーコイン」を

たしたキャラクターの中から抽選で

 

■抽選プレゼント■抽選プレゼント■抽選プレゼント■抽選プレゼント    

各ワールド・各国家別に以下のアイテムを各

 

シルバーコイン×999 

レアステーキ×999 

打上花火「三連」赤×999 

 

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

 4 月21 日(月)定期メンテナンス終了後

    

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/20140421/http://www.fezero.jp/campaign/20140421/http://www.fezero.jp/campaign/20140421/http://www.fezero.jp/campaign/20140421/

    

 

 

抽選で抽選で抽選で抽選であのアイテムがあのアイテムがあのアイテムがあのアイテムが 999999999999 個もらえるチャンス？！個もらえるチャンス？！個もらえるチャンス？！個もらえるチャンス？！    

アップデート実施に併せて「アップデート記念プレゼントキャンペーン」アップデート実施に併せて「アップデート記念プレゼントキャンペーン」アップデート実施に併せて「アップデート記念プレゼントキャンペーン」アップデート実施に併せて「アップデート記念プレゼントキャンペーン」をををを

 

定期メンテナンス終了後より「アップデート記念プレゼントキャンペーン」を開始いたしま

戦以上参戦するともれなく「シルバーコイン」を 5 個獲得できるほか、同条件を満

たしたキャラクターの中から抽選で 135 キャラクターに豪華アイテムをプレゼントします。

各ワールド・各国家別に以下のアイテムを各1 キャラクターずつプレゼントいたします。

ハイリジェネレート×999 ハイパワーポット×

フィズアタックゲイン R×999 フィズガードゲイン

昇天リング×999 雪玉×

定期メンテナンス終了後 から 4 月28 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アップデートアップデートアップデートアップデート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/20140421/http://www.fezero.jp/campaign/20140421/http://www.fezero.jp/campaign/20140421/http://www.fezero.jp/campaign/20140421/    

 

        

をををを開催開催開催開催    

 

定期メンテナンス終了後より「アップデート記念プレゼントキャンペーン」を開始いたしまし

個獲得できるほか、同条件を満

キャラクターに豪華アイテムをプレゼントします。 

キャラクターずつプレゼントいたします。 

ハイパワーポット×999 

フィズガードゲイン R×999 

雪玉×999 

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

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

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

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 
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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。 


