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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、

『初音ミク』×『ファンタジーアース
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本日 5 月 23 日（金）より、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』を筆頭としたバーチャル・シンガーキャラクターたちとの

ンを開始いたします。 

 

本コラボレーションでは、『初音ミク』たちの衣装やアクセサリ（ヘア）が

プレイできるほか、同キャラクター

ント」も開催いたします。 

 

コラボレーション期間中は、キャラクターを新規に作成すると

る「新規登録キャンペーン」を開催。

しぶりにプレイされる方に向けた「戦線復帰キャンペーン」も併催

 

この機会にぜひ、『初音ミク』×『ファンタジーアース
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『初音ミク』たちの衣装やアクセサリ（ヘア）が登場する「初音ミク

キャラクターたちをモチーフとした限定アイテムが獲得できる「コラボレーション

、キャラクターを新規に作成するとお得なアイテムを所持した状態で始

開催。また、コラボレーション企画とは別に『ファンタジーアース

プレイされる方に向けた「戦線復帰キャンペーン」も併催いたします。 
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初音ミクとのコラボレーション開始！初音ミクとのコラボレーション開始！初音ミクとのコラボレーション開始！初音ミクとのコラボレーション開始！    

ルーレットもルーレットもルーレットもルーレットも実装実装実装実装    

、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23 日(金)より

 

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを開始！開始！開始！開始！    

 

北海道札幌市、代表取締役社長：

『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たちとのコラボレーショ

「初音ミクルーレット」を

「コラボレーションイベ

お得なアイテムを所持した状態で始められ

『ファンタジーアース ゼロ』を久

ゼロ』コラボレーションをお楽しみください！    



■■■■初音ミクルーレット初音ミクルーレット初音ミクルーレット初音ミクルーレット    

バーチャル・シンガーキャラクターたちの衣装やアクセサリ（ヘア）が登場する「初音ミクルーレット」では、

イラストレーター吟様デザインの

の衣装も登場いたします。コラボレーション限定

 

男性男性男性男性    

KAITOKAITOKAITOKAITO セットセットセットセット

レンセットレンセットレンセットレンセット    

    

    

 

 

バーチャル・シンガーキャラクターたちの衣装やアクセサリ（ヘア）が登場する「初音ミクルーレット」では、

イラストレーター吟様デザインの GMO ゲームポットオリジナル『初音ミク GPv（ゲームポットバージョン

コラボレーション限定ルーレットをどうぞお見逃しなく！ 

【【【【    防具防具防具防具    】】】】    
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リンセットリンセットリンセットリンセット    

    

        

バーチャル・シンガーキャラクターたちの衣装やアクセサリ（ヘア）が登場する「初音ミクルーレット」では、

ゲームポットバージョン）』

セットセットセットセット    

 

    

 

    

 



    

 

男性男性男性男性    

KAITOKAITOKAITOKAITO ヘアヘアヘアヘア

レンヘアレンヘアレンヘアレンヘア    

    

 

 

【【【【    アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ    】】】】    
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ミクヘア（髪留）ミクヘア（髪留）ミクヘア（髪留）ミクヘア（髪留）    

 

 



    

    

■■■■新規登録キャンペーン新規登録キャンペーン新規登録キャンペーン新規登録キャンペーン    

コラボレーション期間中にキャラクターを新規作成すると、『初音ミク

『KAITO』の衣装を含む、以下のお得なアイテムを所持した状態でゲームを開始することができます。

 

【【【【    アイテム一覧アイテム一覧アイテム一覧アイテム一覧    】】】】    

コラボレーション防具：「ミク GPv

消耗品セット：「密書セット」 「新兵支援セット」

 

■コラボレーションイベント■コラボレーションイベント■コラボレーションイベント■コラボレーションイベント    

コラボレーション期間中、ログイン数や参戦数に応じて

える「コラボレーションイベント」を実施いたします。

 

    

 

 

コラボレーション期間中にキャラクターを新規作成すると、『初音ミク GPv(ゲームポットバージョン

』の衣装を含む、以下のお得なアイテムを所持した状態でゲームを開始することができます。

GPv セット(CP)」 「KAITO セット(CP)」 

「新兵支援セット」 

ログイン数や参戦数に応じて、『初音ミク』たちをモチーフとしたアイテムがもら

を実施いたします。 

  

リンリンリンリンヘアヘアヘアヘア    
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ルカヘアルカヘアルカヘアルカヘア    

ゲームポットバージョン)』と

』の衣装を含む、以下のお得なアイテムを所持した状態でゲームを開始することができます。 

、『初音ミク』たちをモチーフとしたアイテムがもら

    

 

    

 
    

 



また、アイコンを利用して周囲のキャラクターとコミュニケーションが

『初音ミク』コラボレーションバージョンが追加されます

ケーションを取りながら、たくさん遊んでコラボレーション限定アイテムをゲットしましょう！

 

 

男性男性男性男性    

KAITOKAITOKAITOKAITO の髪飾りの髪飾りの髪飾りの髪飾り

レンの髪飾りレンの髪飾りレンの髪飾りレンの髪飾り

 

 

アイコンを利用して周囲のキャラクターとコミュニケーションが取れる機能「アイコンチャット

『初音ミク』コラボレーションバージョンが追加されます。『初音ミク』の「アイコンチャット

ケーションを取りながら、たくさん遊んでコラボレーション限定アイテムをゲットしましょう！

【【【【    イベントイベントイベントイベント    アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ    】】】】    

  

女性女性女性女性    
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アイコンチャット」に、

アイコンチャット」で仲間とコミュニ

ケーションを取りながら、たくさん遊んでコラボレーション限定アイテムをゲットしましょう！ 

リンの髪飾りリンの髪飾りリンの髪飾りリンの髪飾り    

 

の髪飾りの髪飾りの髪飾りの髪飾り    

 

ルカの髪飾りルカの髪飾りルカの髪飾りルカの髪飾り 

 



 

ミクカラージュースミクカラージュースミクカラージュースミクカラージュース    

 

レンカラージュースレンカラージュースレンカラージュースレンカラージュース    

 

レン・リン（黄音符）レン・リン（黄音符）レン・リン（黄音符）レン・リン（黄音符）    

 

突撃突撃突撃突撃    

 

建築破壊建築破壊建築破壊建築破壊    

 

ヘルプヘルプヘルプヘルプ    

 

    

■■■■TwitterTwitterTwitterTwitter キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン    

キャンペーン期間中に『ファンタジーアース

コラボレーション特設サイトからツイートをした方の中から
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【【【【    アイコンチャットアイコンチャットアイコンチャットアイコンチャット    】】】】    

退却退却退却退却    注意注意注意注意

 

いいねいいねいいねいいね    ごめんごめんごめんごめん

 

    

キャンペーン期間中に『ファンタジーアース ゼロ』の公式 Twitter アカウント（@fez_staff

コラボレーション特設サイトからツイートをした方の中から、抽選で10名の方にゲーム内専用通貨「

リンカラージュースリンカラージュースリンカラージュースリンカラージュース    

 

青音符青音符青音符青音符))))    

 

注意注意注意注意    

 

ごめんごめんごめんごめん    

 

@fez_staff）をフォローして、

ゲーム内専用通貨「オーブ」



をプレゼントするキャンペーンを実施いたします

カウントをお持ちの方は、ぜひご参加ください！

    

【【【【    賞品賞品賞品賞品    】】】】    

1,000 オーブ（1 名様） 

 500 オーブ（3 名様） 

 300 オーブ（6 名様） 

    

本キャンペーンの本キャンペーンの本キャンペーンの本キャンペーンの

 

 

キャンペーンを実施いたします。最高で1,000オーブがもらえるチャンスです

カウントをお持ちの方は、ぜひご参加ください！ 

本キャンペーンの本キャンペーンの本キャンペーンの本キャンペーン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。    
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チャンスです！Twitterア



ウォリアー・スカウト・ソーサラーの防具ウォリアー・スカウト・ソーサラーの防具ウォリアー・スカウト・ソーサラーの防具ウォリアー・スカウト・ソーサラーの防具

本日5 月23 日(金)のアップデートにて

 

今回の更新では、ゴシック調のデザインが目を引くウォリアー、スカウト、ソーサラーの防具が登場しま

す。紫や黒などのダークな色調ながら、レースなどの装飾が華やかな印象を与える防具セットとなってお

ります。 

また、特徴的な新しいヘアスタイルの髪型アクセサリや、声優の石田

ケットも景品として登場いたしますので、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    

ノブレスノブレスノブレスノブレス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・ソーサラーの防具ウォリアー・スカウト・ソーサラーの防具ウォリアー・スカウト・ソーサラーの防具ウォリアー・スカウト・ソーサラーの防具6666 点と髪型アクセサリ点と髪型アクセサリ点と髪型アクセサリ点と髪型アクセサリ 2222 点、ボイスチケット点、ボイスチケット点、ボイスチケット点、ボイスチケット

 

アップデートにて、ヴィラーノルーレット景品を更新いたします。

今回の更新では、ゴシック調のデザインが目を引くウォリアー、スカウト、ソーサラーの防具が登場しま

す。紫や黒などのダークな色調ながら、レースなどの装飾が華やかな印象を与える防具セットとなってお

また、特徴的な新しいヘアスタイルの髪型アクセサリや、声優の石田 彰さん、戸松

ケットも景品として登場いたしますので、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    
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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    アリストアリストアリストアリストセットセットセットセット

 

  

点、ボイスチケット点、ボイスチケット点、ボイスチケット点、ボイスチケット 2222 点が登場点が登場点が登場点が登場    

    
。 

今回の更新では、ゴシック調のデザインが目を引くウォリアー、スカウト、ソーサラーの防具が登場しま

す。紫や黒などのダークな色調ながら、レースなどの装飾が華やかな印象を与える防具セットとなってお

彰さん、戸松 遥さんのボイスチ

セットセットセットセット    

 



ゲルトラゲルトラゲルトラゲルトラセットセットセットセット

セグノアセグノアセグノアセグノアセットセットセットセット

 

男性男性男性男性    

メンズサイドテールメンズサイドテールメンズサイドテールメンズサイドテール

    

男性男性男性男性

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    優秀な青年優秀な青年優秀な青年優秀な青年

声優：声優：声優：声優：石田石田石田石田

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    トリプドトリプドトリプドトリプド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    ブリアルブリアルブリアルブリアル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    】】】】    

メンズサイドテールメンズサイドテールメンズサイドテールメンズサイドテール((((青青青青))))    

女性女性女性女性    

ネコアミヘアネコアミヘアネコアミヘアネコアミヘア((((桃桃桃桃

 

【【【【    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    

優秀な青年優秀な青年優秀な青年優秀な青年ⅠⅠⅠⅠ    

石田石田石田石田    彰彰彰彰    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    凛々しい少女凛々しい少女凛々しい少女凛々しい少女ⅠⅠⅠⅠ    

声優：声優：声優：声優：戸松戸松戸松戸松    遥遥遥遥    

    

    

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))))    

 

    



コードの発行者と使用者にはお得な特典も！コードの発行者と使用者にはお得な特典も！コードの発行者と使用者にはお得な特典も！コードの発行者と使用者にはお得な特典も！

お友達紹介コードを発行して、お友達と『ファンタジーアースお友達紹介コードを発行して、お友達と『ファンタジーアースお友達紹介コードを発行して、お友達と『ファンタジーアースお友達紹介コードを発行して、お友達と『ファンタジーアース

    

本日 5 月 23 日(金)より、便利なアイテムが特典として貰える「お友達紹介キャンペーン」を実施いたしま

す。 

キャンペーン特設ページから「お友達紹介コード」を発行し、そのコードをお友達が特設ページで使用す

ると、コードの発行者と使用者の双方にゲーム内で使用できるお得なアイテムをプレゼントします。

コラボレーションも開始となるこの機会に、ぜひお友達と一緒に『ファンタジーアース

ください！ 

 

■特典■特典■特典■特典    

【【【【    お友達紹介コードを発行した方お友達紹介コードを発行した方お友達紹介コードを発行した方お友達紹介コードを発行した方

 報酬の書 （最大5 個） 

 

【【【【    お友達紹介コードを使用した方お友達紹介コードを使用した方お友達紹介コードを使用した方お友達紹介コードを使用した方

 エクスバンク特約書（最大1 個）

 

■キャンペーン実施期間■キャンペーン実施期間■キャンペーン実施期間■キャンペーン実施期間    

 5 月23 日(金)臨時メンテナンス終了後

 6 月23 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以下のキャンペーン以下のキャンペーン以下のキャンペーン以下のキャンペーン

http://www.fezero.jp/campaign/20140523/http://www.fezero.jp/campaign/20140523/http://www.fezero.jp/campaign/20140523/http://www.fezero.jp/campaign/20140523/

    

 

 

コードの発行者と使用者にはお得な特典も！コードの発行者と使用者にはお得な特典も！コードの発行者と使用者にはお得な特典も！コードの発行者と使用者にはお得な特典も！    

お友達紹介コードを発行して、お友達と『ファンタジーアースお友達紹介コードを発行して、お友達と『ファンタジーアースお友達紹介コードを発行して、お友達と『ファンタジーアースお友達紹介コードを発行して、お友達と『ファンタジーアース    ゼロ』を楽しもうゼロ』を楽しもうゼロ』を楽しもうゼロ』を楽しもう

より、便利なアイテムが特典として貰える「お友達紹介キャンペーン」を実施いたしま

キャンペーン特設ページから「お友達紹介コード」を発行し、そのコードをお友達が特設ページで使用す

ると、コードの発行者と使用者の双方にゲーム内で使用できるお得なアイテムをプレゼントします。

コラボレーションも開始となるこの機会に、ぜひお友達と一緒に『ファンタジーアース

お友達紹介コードを発行した方お友達紹介コードを発行した方お友達紹介コードを発行した方お友達紹介コードを発行した方    】】】】    

お友達紹介コードを使用した方お友達紹介コードを使用した方お友達紹介コードを使用した方お友達紹介コードを使用した方    】】】】    

個） 

臨時メンテナンス終了後 から 

定期メンテナンス開始前 まで 

以下のキャンペーン以下のキャンペーン以下のキャンペーン以下の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/20140523/http://www.fezero.jp/campaign/20140523/http://www.fezero.jp/campaign/20140523/http://www.fezero.jp/campaign/20140523/    

        

ゼロ』を楽しもうゼロ』を楽しもうゼロ』を楽しもうゼロ』を楽しもう    

    
より、便利なアイテムが特典として貰える「お友達紹介キャンペーン」を実施いたしま

キャンペーン特設ページから「お友達紹介コード」を発行し、そのコードをお友達が特設ページで使用す

ると、コードの発行者と使用者の双方にゲーム内で使用できるお得なアイテムをプレゼントします。 

コラボレーションも開始となるこの機会に、ぜひお友達と一緒に『ファンタジーアース ゼロ』をお楽しみ



チュートリアルをクリアしてチュートリアルをクリアしてチュートリアルをクリアしてチュートリアルをクリアして

    

本日5月23日(金)より、新規キャラクターを作成するならお得な「楽々レベルアップキャンペーン」を開催

いたします。 

 

通常時、ゲーム内のチュートリアルをクリアしたキャラクターはレベル

ン期間中は、チュートリアルをクリアした後にキャンペーン

ルを 20 まであげることができます。

 

同日開始のコラボレーションやお友達紹介キャンペーンを通じて新たに『ファンタジーアース

開始された方は、本キャンペーンで

 

■キャンペーン実施期間■キャンペーン実施期間■キャンペーン実施期間■キャンペーン実施期間    

 5 月23 日(金)臨時メンテナンス終了後

 6 月23 日(月)定期メンテナンス開始前

 

 

http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=94http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=94http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=94http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=94

    

    

 

 

楽々レベルアップキャンペーン開催楽々レベルアップキャンペーン開催楽々レベルアップキャンペーン開催楽々レベルアップキャンペーン開催    

チュートリアルをクリアしてチュートリアルをクリアしてチュートリアルをクリアしてチュートリアルをクリアして NPCNPCNPCNPC にレベルをにレベルをにレベルをにレベルを 20202020 にしてもらおうにしてもらおうにしてもらおうにしてもらおう！！！！    

より、新規キャラクターを作成するならお得な「楽々レベルアップキャンペーン」を開催

通常時、ゲーム内のチュートリアルをクリアしたキャラクターはレベル 16 となりますが、このキャンペー

ン期間中は、チュートリアルをクリアした後にキャンペーン NPC へ話しかけることで、キャラクターのレベ

まであげることができます。 

同日開始のコラボレーションやお友達紹介キャンペーンを通じて新たに『ファンタジーアース

、本キャンペーンでさくさくレベルアップしてゲームをお楽しみください！

臨時メンテナンス終了後 から 

定期メンテナンス開始前 まで 

詳細は詳細は詳細は詳細は以下のお知らせ以下のお知らせ以下のお知らせ以下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。    

http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=94http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=94http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=94http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=945555    

    

        

    

    
より、新規キャラクターを作成するならお得な「楽々レベルアップキャンペーン」を開催

となりますが、このキャンペー

へ話しかけることで、キャラクターのレベ

同日開始のコラボレーションやお友達紹介キャンペーンを通じて新たに『ファンタジーアース ゼロ』を

レベルアップしてゲームをお楽しみください！ 



オーブボーナスオーブボーナスオーブボーナスオーブボーナス

    

本日5 月23 日(金)より、オーブ購入にお得な「オーブチャージキャンペーン」を実施いたします。

 

期間中、一度に 3,000 円以上オーブを購入した際のオーブボーナスが

累計オーブ購入額に応じて特典アイテムを獲得することができます。

 

さらに、過去にオーブを購入したことがないアカウントで期間中に累計

ると、豪華アイテムをゲットできるチャンスです

逃しなく！ 

 

■■■■特典①特典①特典①特典①    全員もれなく全員もれなく全員もれなく全員もれなくオーブボーナスオーブボーナスオーブボーナスオーブボーナス

【【【【    決済手段決済手段決済手段決済手段    】】】】    

「NET CASH」「WebMoney」「BitCash

払い」 

購入額購入額購入額購入額    

3,000 円 

5,000 円 

10,000 円 

    

【【【【    決済手段決済手段決済手段決済手段    】】】】    

「クレジットカード（VISA、MASTER

購入額購入額購入額購入額    

3,086 円 

5,143 円 

10,286 円 

    

    

■特典②■特典②■特典②■特典②    累計累計累計累計 3,0003,0003,0003,000 円以上のオーブ購入で豪華アイテムプレゼント円以上のオーブ購入で豪華アイテムプレゼント円以上のオーブ購入で豪華アイテムプレゼント円以上のオーブ購入で豪華アイテムプレゼント

【【【【    累計累計累計累計 3,0003,0003,0003,000 円以上円以上円以上円以上    オーブ購入特典オーブ購入特典オーブ購入特典オーブ購入特典

 ゴールドコイン 1 個 

 

    

 

 

オーブを購入するなら今がお得！オーブを購入するなら今がお得！オーブを購入するなら今がお得！オーブを購入するなら今がお得！    

オーブボーナスオーブボーナスオーブボーナスオーブボーナス 2222 倍の他、累計購入額に応じた特典もプレゼント倍の他、累計購入額に応じた特典もプレゼント倍の他、累計購入額に応じた特典もプレゼント倍の他、累計購入額に応じた特典もプレゼント    

より、オーブ購入にお得な「オーブチャージキャンペーン」を実施いたします。

円以上オーブを購入した際のオーブボーナスが 2 倍に増加するほか、期間中の

累計オーブ購入額に応じて特典アイテムを獲得することができます。 

さらに、過去にオーブを購入したことがないアカウントで期間中に累計 3,000 円以上のオーブを購入す

豪華アイテムをゲットできるチャンスです。オーブの購入を検討されている場合にはこの機会をお

オーブボーナスオーブボーナスオーブボーナスオーブボーナス 2222 倍倍倍倍    

BitCash」「DigiCoin」「GASH」「nanacoギフト」「auかんたん決済」「ドコモケータイ

通常時通常時通常時通常時    キャンペーン時キャンペーン時キャンペーン時キャンペーン時

291A ＋ 15A 291A

486A ＋ 30A 486A

972A ＋ 70A 972A 

MASTER、JCB）」「Edy」「モバイル Edy」「モバイル Suica」「Pay

通常時通常時通常時通常時    キャンペーン時キャンペーン時キャンペーン時キャンペーン時

300A ＋ 15A 300A

500A ＋ 30A 500A

1,000A ＋ 70A 1,000A

円以上のオーブ購入で豪華アイテムプレゼント円以上のオーブ購入で豪華アイテムプレゼント円以上のオーブ購入で豪華アイテムプレゼント円以上のオーブ購入で豪華アイテムプレゼント    

オーブ購入特典オーブ購入特典オーブ購入特典オーブ購入特典    】】】】    

        

    

    
より、オーブ購入にお得な「オーブチャージキャンペーン」を実施いたします。 

倍に増加するほか、期間中の

円以上のオーブを購入す

オーブの購入を検討されている場合にはこの機会をお見

かんたん決済」「ドコモケータイ

キャンペーン時キャンペーン時キャンペーン時キャンペーン時    

291A ＋ 30A 

486A ＋ 60A 

 ＋ 140A 

Pay-easy(ペイジー）」 

キャンペーン時キャンペーン時キャンペーン時キャンペーン時    

A ＋ 30A 

A ＋ 60A 

A ＋ 140A 



【【【【    累計累計累計累計 5,0005,0005,0005,000 円以上円以上円以上円以上    オーブ購入特典オーブ購入特典オーブ購入特典オーブ購入特典

男性男性男性男性    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

 

 

■特典③■特典③■特典③■特典③    初めて累計初めて累計初めて累計初めて累計 3,0003,0003,0003,000 円以上オーブ購入で豪華アイテムプレゼント円以上オーブ購入で豪華アイテムプレゼント円以上オーブ購入で豪華アイテムプレゼント円以上オーブ購入で豪華アイテムプレゼント

【【【【    特典内容特典内容特典内容特典内容    】】】】    

・ゴールドコイン 1 個 

・プチデビルウィング 1 個 

・流転の羽 1 個 

・特製エンチャントセット R 1 セット

・ハイリジェネレート×50 1 セット

・ハイパワーポット×50 1 セット

 

 

■キャンペーン実施期間■キャンペーン実施期間■キャンペーン実施期間■キャンペーン実施期間    

 5 月23 日(金)臨時メンテナンス終了後

 6 月23 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以下のキャンペーン以下のキャンペーン以下のキャンペーン以下のキャンペーン

http://www.fezero.jp/campaign/20140523_3/http://www.fezero.jp/campaign/20140523_3/http://www.fezero.jp/campaign/20140523_3/http://www.fezero.jp/campaign/20140523_3/

    

 

 

オーブ購入特典オーブ購入特典オーブ購入特典オーブ購入特典    】】】】    

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((((金金金金))))    

女性女性女性女性    アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ

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

 

円以上オーブ購入で豪華アイテムプレゼント円以上オーブ購入で豪華アイテムプレゼント円以上オーブ購入で豪華アイテムプレゼント円以上オーブ購入で豪華アイテムプレゼント    

セット 

セット 

セット 

男女共通男女共通男女共通男女共通    頭装備頭装備頭装備頭装備    

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    

 

臨時メンテナンス終了後 から 

定期メンテナンス開始前 まで 

以下のキャンペーン以下のキャンペーン以下のキャンペーン以下の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/20140523_3/http://www.fezero.jp/campaign/20140523_3/http://www.fezero.jp/campaign/20140523_3/http://www.fezero.jp/campaign/20140523_3/    

        

アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ    

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((((金金金金))))    

 



しばらくメルファリアから離れていた兵士の皆様に朗報しばらくメルファリアから離れていた兵士の皆様に朗報しばらくメルファリアから離れていた兵士の皆様に朗報しばらくメルファリアから離れていた兵士の皆様に朗報

お得なアイテムを貰って久しぶりに『ファンタジーアースお得なアイテムを貰って久しぶりに『ファンタジーアースお得なアイテムを貰って久しぶりに『ファンタジーアースお得なアイテムを貰って久しぶりに『ファンタジーアース

    

5 月 23 日(金)より、『ファンタジーアース

ペーン」を実施いたします。 

    

2014年1月6日以降、『ファンタジーアース

中にゲームへログインし、戦争に

 

■■■■特典内容特典内容特典内容特典内容    

 ・ゴールドコイン 3 個 

 ・追憶の壺 1 個 

 ・流転の羽 1 個 

 ・ハイリジュネレート×99 1 セット

 ・ハイパワーポット×99 1 セット

 ・特製エンチャントセット R 1 セット

    

■キャンペーン実施期間■キャンペーン実施期間■キャンペーン実施期間■キャンペーン実施期間    

 5 月23 日(金)臨時メンテナンス終了後

 6 月23 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下記の本キャンペーン下記の本キャンペーン下記の本キャンペーン下記の本キャンペーン

http://www.fezero.jp/campaign/20140523_http://www.fezero.jp/campaign/20140523_http://www.fezero.jp/campaign/20140523_http://www.fezero.jp/campaign/20140523_

    

 

 

しばらくメルファリアから離れていた兵士の皆様に朗報しばらくメルファリアから離れていた兵士の皆様に朗報しばらくメルファリアから離れていた兵士の皆様に朗報しばらくメルファリアから離れていた兵士の皆様に朗報    

お得なアイテムを貰って久しぶりに『ファンタジーアースお得なアイテムを貰って久しぶりに『ファンタジーアースお得なアイテムを貰って久しぶりに『ファンタジーアースお得なアイテムを貰って久しぶりに『ファンタジーアース    ゼロ』を楽しもう！ゼロ』を楽しもう！ゼロ』を楽しもう！ゼロ』を楽しもう！

より、『ファンタジーアース ゼロ』をしばらくプレイしていない方に向けて「戦線復帰キャン

日以降、『ファンタジーアース ゼロ』をプレイされていない方を対象に、キャンペーン期間

中にゲームへログインし、戦争に 1 回以上参加すると以下のアイテムをプレゼントします。

セット 

セット 

セット 

臨時メンテナンス終了後 から 

定期メンテナンス開始前 まで 

下記の本キャンペーン下記の本キャンペーン下記の本キャンペーン下記の本キャンペー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/campaign/20140523_http://www.fezero.jp/campaign/20140523_http://www.fezero.jp/campaign/20140523_http://www.fezero.jp/campaign/20140523_2222////    

        

ゼロ』を楽しもう！ゼロ』を楽しもう！ゼロ』を楽しもう！ゼロ』を楽しもう！    

    
方に向けて「戦線復帰キャン

方を対象に、キャンペーン期間

回以上参加すると以下のアイテムをプレゼントします。 



『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    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！ 
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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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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
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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。さらに詳しい情報はホームペ

ージでご確認ください。（http://piapro.net/

 

 

 

 

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

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/ 

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。さらに詳しい情報はホームペ
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