
各位 

『ファンタジーアースゼロ『ファンタジーアースゼロ『ファンタジーアースゼロ『ファンタジーアースゼロ

マップ調整マップ調整マップ調整マップ調整ののののほか、新ほか、新ほか、新ほか、新

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。 

『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

利用できるようになったワンタイムパスワードで大切なアカウントを守ろう利用できるようになったワンタイムパスワードで大切なアカウントを守ろう利用できるようになったワンタイムパスワードで大切なアカウントを守ろう利用できるようになったワンタイムパスワードで大切なアカウントを守ろう

本日5 月19 日(月)のアップデートにて、

ができるようになります。 

 

外部IDとは、従来ゲームポット

ることで新たにゲームポット ID を作成することなくサービスが利用可能になる機能です

 

■■■■対象となる対象となる対象となる対象となる外部外部外部外部 IDIDIDID 一覧一覧一覧一覧    

 ・Yahoo! ID 

 ・Twitter ID 

 ・Google ID 

 ・mixi ID 

 ・Facebook ID 

 

また、外部 ID の導入に併せて『ファンタジーアース

るようになります。 

ワンタイムパスワードを導入することにより、一定時間のみ有効な使い捨てのパスワードを発行するこ

とが可能となり、ゲームへのログイン時に毎回異なったパスワードが必要となるため、第三者からの不正

アクセス予防に役立ちます。ぜひ、

い。 

 

外部外部外部外部IDIDIDID

http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=35http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=35http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=35http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=35

    

 

 

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ゼロ『ファンタジーアースゼロ『ファンタジーアースゼロ『ファンタジーアースゼロ』』』』TwitterIDTwitterIDTwitterIDTwitterID などの外部などの外部などの外部などの外部 IDIDIDID でもプレイ可能にでもプレイ可能にでもプレイ可能にでもプレイ可能に

ほか、新ほか、新ほか、新ほか、新たなたなたなたなコラボレーションのティザーサイトを公開コラボレーションのティザーサイトを公開コラボレーションのティザーサイトを公開コラボレーションのティザーサイトを公開

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、

 

『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』で外部ゼロ』で外部ゼロ』で外部ゼロ』で外部IDIDIDID が使用可能にが使用可能にが使用可能にが使用可能に    

利用できるようになったワンタイムパスワードで大切なアカウントを守ろう利用できるようになったワンタイムパスワードで大切なアカウントを守ろう利用できるようになったワンタイムパスワードで大切なアカウントを守ろう利用できるようになったワンタイムパスワードで大切なアカウントを守ろう

 

アップデートにて、外部ID を使用して『ファンタジーアース ゼロ』をプレイすること

従来ゲームポットIDでしかご利用いただけなかったサービスが、以下の外部

を作成することなくサービスが利用可能になる機能です

併せて『ファンタジーアース ゼロ』にてワンタイムパスワードをご利用いただけ

ワンタイムパスワードを導入することにより、一定時間のみ有効な使い捨てのパスワードを発行するこ

ゲームへのログイン時に毎回異なったパスワードが必要となるため、第三者からの不正

ぜひ、大切なアカウントを守るワンタイムパスワードの導入をご検討くださ

IDIDIDID 導入の導入の導入の導入の詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記ののののお知らせお知らせお知らせお知らせをご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。    
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平成26 年5 月19 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

でもプレイ可能にでもプレイ可能にでもプレイ可能にでもプレイ可能に！！！！    

コラボレーションのティザーサイトを公開コラボレーションのティザーサイトを公開コラボレーションのティザーサイトを公開コラボレーションのティザーサイトを公開！！！！    

、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、5月19日(月)にアッ

利用できるようになったワンタイムパスワードで大切なアカウントを守ろう利用できるようになったワンタイムパスワードで大切なアカウントを守ろう利用できるようになったワンタイムパスワードで大切なアカウントを守ろう利用できるようになったワンタイムパスワードで大切なアカウントを守ろう    

ゼロ』をプレイすること

以下の外部IDを利用す

を作成することなくサービスが利用可能になる機能です。 

ゼロ』にてワンタイムパスワードをご利用いただけ

ワンタイムパスワードを導入することにより、一定時間のみ有効な使い捨てのパスワードを発行するこ

ゲームへのログイン時に毎回異なったパスワードが必要となるため、第三者からの不正

大切なアカウントを守るワンタイムパスワードの導入をご検討くださ



エスセティア大陸のエスセティア大陸のエスセティア大陸のエスセティア大陸の

既存マップが反転した地形への変更や既存マップが反転した地形への変更や既存マップが反転した地形への変更や既存マップが反転した地形への変更や

本日5 月19 日(月)のアップデートにて、「インベイ高地」「フェブェ雪原」「グランフォーク河口」のマップ変

更を実施いたします。 

 

「グランフォーク河口」と「フェブェ雪原」」は、過去に実装済みの別のマップに変更され、「インベイ高地」

では実装済みのマップにアレンジを加えた形状のマップとなります。

 

インベイ高地 

 

マップ変更により宣戦布告時にキープを建築できる場所が変化し、クリスタルの確保や運用にも影響が

及びます。この機会に、アップデートされた

 

 

マップ変更のマップ変更のマップ変更のマップ変更の

http://www.fezero.jp/notice_updateview.aspx?seq=599http://www.fezero.jp/notice_updateview.aspx?seq=599http://www.fezero.jp/notice_updateview.aspx?seq=599http://www.fezero.jp/notice_updateview.aspx?seq=599

 

 

 

エスセティア大陸のエスセティア大陸のエスセティア大陸のエスセティア大陸の 3333 フィールドにてマップ変更を実施フィールドにてマップ変更を実施フィールドにてマップ変更を実施フィールドにてマップ変更を実施    

既存マップが反転した地形への変更や既存マップが反転した地形への変更や既存マップが反転した地形への変更や既存マップが反転した地形への変更やキャッスルキャッスルキャッスルキャッスル・クリスタルの配置が変化・クリスタルの配置が変化・クリスタルの配置が変化・クリスタルの配置が変化

    

のアップデートにて、「インベイ高地」「フェブェ雪原」「グランフォーク河口」のマップ変

「グランフォーク河口」と「フェブェ雪原」」は、過去に実装済みの別のマップに変更され、「インベイ高地」

では実装済みのマップにアレンジを加えた形状のマップとなります。 

フェブェ雪原 グランフォーク河口

  
マップ変更により宣戦布告時にキープを建築できる場所が変化し、クリスタルの確保や運用にも影響が

アップデートされたマップでの戦争をお楽しみください。 

マップ変更のマップ変更のマップ変更のマップ変更の詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせをご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。    
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・クリスタルの配置が変化・クリスタルの配置が変化・クリスタルの配置が変化・クリスタルの配置が変化    

のアップデートにて、「インベイ高地」「フェブェ雪原」「グランフォーク河口」のマップ変

「グランフォーク河口」と「フェブェ雪原」」は、過去に実装済みの別のマップに変更され、「インベイ高地」

グランフォーク河口 

 
マップ変更により宣戦布告時にキープを建築できる場所が変化し、クリスタルの確保や運用にも影響が



『初音ミク』×『ファンタジーアース『初音ミク』×『ファンタジーアース『初音ミク』×『ファンタジーアース『初音ミク』×『ファンタジーアース

本日より本日より本日より本日よりコラボレーションを記念したキャンペーンをコラボレーションを記念したキャンペーンをコラボレーションを記念したキャンペーンをコラボレーションを記念したキャンペーンを

 

本日5 月19 日（月）に、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

伊藤博之）が展開する『初音ミク』を筆頭とした

ゼロ』とのコラボレーションのティザーサイトを公開いたします。

本コラボレーションのスタートは、

ださい！ 

 

『初音ミク』×『ファンタジーアース『初音ミク』×『ファンタジーアース『初音ミク』×『ファンタジーアース『初音ミク』×『ファンタジーアース

    

また、開始に先駆け、本日5月

ョンを記念したプレゼントキャンペーンを開催いたします。

このキャンペーンは、『ゲームポット

ム「初音ミク Gamepot ver. mascot Factory

るゲーム内アイテムやデスクトップ壁紙がもらえるというものです。ぜひ挑戦してみてください！

 

■キャンペーン期間■キャンペーン期間■キャンペーン期間■キャンペーン期間    

5 月19 日（月）定期メンテナンス終了後から
 

■キャンペーン■キャンペーン■キャンペーン■キャンペーン対象対象対象対象フリーフリーフリーフリーゲームゲームゲームゲーム

『ゲームポット byGMO』×『初音ミク』コラボレーション特設サイト内の

フリーゲーム「初音ミク Gamepot ver. mascot Factory

http://www.gamepot.co.jp/miku/game/http://www.gamepot.co.jp/miku/game/http://www.gamepot.co.jp/miku/game/http://www.gamepot.co.jp/miku/game/
 

■■■■プレゼント条件プレゼント条件プレゼント条件プレゼント条件    

1．スコア 30,000 点以上で、デスクトップ壁紙をプレゼント！

2．スコア 39,000 点以上で、ゲーム内消費アイテムをプレゼント！
 

■プレゼント受取方法■プレゼント受取方法■プレゼント受取方法■プレゼント受取方法    

目標スコアを達成すると、それぞれのプレゼントボタンが出現します。

【デスクトップ壁紙】は、プレゼントボタンを押すことでダウンロードが可能です。

【ゲーム内アイテム】は、プレゼントボタンを押すと

※シリアルは 5 月23 日（金）定期メンテナンス終了後から交換が可能

必ずメモを取って保管しておいてください。

 

 

『初音ミク』×『ファンタジーアース『初音ミク』×『ファンタジーアース『初音ミク』×『ファンタジーアース『初音ミク』×『ファンタジーアース    ゼロ』のコラボレーションが決定！ゼロ』のコラボレーションが決定！ゼロ』のコラボレーションが決定！ゼロ』のコラボレーションが決定！

コラボレーションを記念したキャンペーンをコラボレーションを記念したキャンペーンをコラボレーションを記念したキャンペーンをコラボレーションを記念したキャンペーンをスタートスタートスタートスタート！！！！    

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：

する『初音ミク』を筆頭としたバーチャル・シンガーキャラクターと、『ファンタジーアース

ゼロ』とのコラボレーションのティザーサイトを公開いたします。 

本コラボレーションのスタートは、5月23日(金)のメンテナンス終了後を予定しております。ぜひご期待く

『初音ミク』×『ファンタジーアース『初音ミク』×『ファンタジーアース『初音ミク』×『ファンタジーアース『初音ミク』×『ファンタジーアース    ゼロ』コラボレーションゼロ』コラボレーションゼロ』コラボレーションゼロ』コラボレーション    ティザーサイトティザーサイトティザーサイトティザーサイト

http://www.fezero.jp/collaboratiohttp://www.fezero.jp/collaboratiohttp://www.fezero.jp/collaboratiohttp://www.fezero.jp/collaboration/miku/n/miku/n/miku/n/miku/    

月19日（月）より、『初音ミク』×『ファンタジーアース ゼロ』のコラボレーシ

ョンを記念したプレゼントキャンペーンを開催いたします。 

『ゲームポット byGMO』×『初音ミク』コラボレーション特設サイト内のフリーゲー

Gamepot ver. mascot Factory」で目標スコアを達成すると、『ファンタジーアース

アイテムやデスクトップ壁紙がもらえるというものです。ぜひ挑戦してみてください！

（月）定期メンテナンス終了後から 6 月23 日（月）10：00 まで 

ゲームゲームゲームゲーム    

』×『初音ミク』コラボレーション特設サイト内の 

Gamepot ver. mascot Factory」    

http://www.gamepot.co.jp/miku/game/http://www.gamepot.co.jp/miku/game/http://www.gamepot.co.jp/miku/game/http://www.gamepot.co.jp/miku/game/    

点以上で、デスクトップ壁紙をプレゼント！ 

点以上で、ゲーム内消費アイテムをプレゼント！ 

目標スコアを達成すると、それぞれのプレゼントボタンが出現します。 

【デスクトップ壁紙】は、プレゼントボタンを押すことでダウンロードが可能です。 

【ゲーム内アイテム】は、プレゼントボタンを押すとシリアルが発行されます。 

日（金）定期メンテナンス終了後から交換が可能となっておりますので、

必ずメモを取って保管しておいてください。     

ゼロ』のコラボレーションが決定！ゼロ』のコラボレーションが決定！ゼロ』のコラボレーションが決定！ゼロ』のコラボレーションが決定！    

    

 

（本社：北海道札幌市、代表取締役：

と、『ファンタジーアース 

のメンテナンス終了後を予定しております。ぜひご期待く

ティザーサイトティザーサイトティザーサイトティザーサイト    

ゼロ』のコラボレーシ

』×『初音ミク』コラボレーション特設サイト内のフリーゲー

目標スコアを達成すると、『ファンタジーアース ゼロ』で使え

アイテムやデスクトップ壁紙がもらえるというものです。ぜひ挑戦してみてください！ 

となっておりますので、 



■プレゼント商品（ゲーム内アイテム）■プレゼント商品（ゲーム内アイテム）■プレゼント商品（ゲーム内アイテム）■プレゼント商品（ゲーム内アイテム）

『初音ミク』コラボレーション限定消費アイテムセット

アイテムセットの中身は 5 月23

 

■プレゼント商品■プレゼント商品■プレゼント商品■プレゼント商品（（（（オリジナル壁紙）オリジナル壁紙）オリジナル壁紙）オリジナル壁紙）

※商品画像はイメージです。実際のプレゼント商品とは異なります。

 

コラボレーション記念キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。コラボレーション記念キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。コラボレーション記念キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。コラボレーション記念キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。

 

    

 

 

■プレゼント商品（ゲーム内アイテム）■プレゼント商品（ゲーム内アイテム）■プレゼント商品（ゲーム内アイテム）■プレゼント商品（ゲーム内アイテム）    

『初音ミク』コラボレーション限定消費アイテムセット 

23 日（金）に公開予定です。ご期待ください。 

オリジナル壁紙）オリジナル壁紙）オリジナル壁紙）オリジナル壁紙）    

 

※商品画像はイメージです。実際のプレゼント商品とは異なります。 

コラボレーション記念キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。コラボレーション記念キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。コラボレーション記念キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。コラボレーション記念キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。

http://www.gamepot.co.jp/miku/game/http://www.gamepot.co.jp/miku/game/http://www.gamepot.co.jp/miku/game/http://www.gamepot.co.jp/miku/game/    

        

 

コラボレーション記念キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。コラボレーション記念キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。コラボレーション記念キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。コラボレーション記念キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。    



『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
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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 

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★ 

    

『『『『初音ミク初音ミク初音ミク初音ミク』について』について』について』について 

札幌に本社を置くクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した「歌を歌うソフトウェア」であり、その「パッケージキャ

ラクター」です。アマチュアクリエイター達によるインターネット上への楽曲・動画投稿を機に、一躍人気に。キャラクターとして

も注目を集め、国内外でグッズ展開、コンサートが行われるなど多方面で活躍しております。

ジでご確認ください。（http://piapro.net/
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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/ 
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も注目を集め、国内外でグッズ展開、コンサートが行われるなど多方面で活躍しております。さらに詳しい情報はホームペー
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