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

さらに「ヴィラーノルーレット」更新やさらに「ヴィラーノルーレット」更新やさらに「ヴィラーノルーレット」更新やさらに「ヴィラーノルーレット」更新や

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。 

フェンサー・セスタス・クラス共通の防具フェンサー・セスタス・クラス共通の防具フェンサー・セスタス・クラス共通の防具フェンサー・セスタス・クラス共通の防具

本日6 月23 日(月)のアップデートにて

 

今回の更新では、フェンサーとセスタス、そしてクラス共通の防具

た防具シリーズと同様、ゴシックなデザインの装備が登場します

ーフとした古典的な雰囲気の漂う

 

今回の更新からヴィラーノルーレットでは

追加いたします。従来通り 1 回ずつプレイする方法の他、

るようになります。 

新たな機能を追加し、パワーアップしたヴィラーノルーレットをお楽しみください。
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（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』』』』懐かしのあの装備を獲得できるチャンス！懐かしのあの装備を獲得できるチャンス！懐かしのあの装備を獲得できるチャンス！懐かしのあの装備を獲得できるチャンス！

「ヴィラーノルーレット「ヴィラーノルーレット「ヴィラーノルーレット「ヴィラーノルーレット ClassicClassicClassicClassic」第一弾が登場」第一弾が登場」第一弾が登場」第一弾が登場    

さらに「ヴィラーノルーレット」更新やさらに「ヴィラーノルーレット」更新やさらに「ヴィラーノルーレット」更新やさらに「ヴィラーノルーレット」更新やお得なイベントお得なイベントお得なイベントお得なイベント・・・・キャンペーンも開催キャンペーンも開催キャンペーンも開催キャンペーンも開催

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、

 

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    

フェンサー・セスタス・クラス共通の防具フェンサー・セスタス・クラス共通の防具フェンサー・セスタス・クラス共通の防具フェンサー・セスタス・クラス共通の防具6666 点と武器点と武器点と武器点と武器 10101010 点が登場点が登場点が登場点が登場    

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、フェンサーとセスタス、そしてクラス共通の防具が新しくなり、前月の更新で追加され

ゴシックなデザインの装備が登場します。また、今回登場する武器は

漂うデザインで、ターコイズカラーの装飾が特徴となっています

今回の更新からヴィラーノルーレットでは、複数回まとめてルーレットをプレイすることができる機能を

回ずつプレイする方法の他、5 回または 11 回まとめてルーレットが利用でき

新たな機能を追加し、パワーアップしたヴィラーノルーレットをお楽しみください。 

        

平成26 年6 月23 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

懐かしのあの装備を獲得できるチャンス！懐かしのあの装備を獲得できるチャンス！懐かしのあの装備を獲得できるチャンス！懐かしのあの装備を獲得できるチャンス！    

キャンペーンも開催キャンペーンも開催キャンペーンも開催キャンペーンも開催    

、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、6月23日(月)にアッ

    

 
。 

前月の更新で追加され

また、今回登場する武器は太陽をモチ

います。 

複数回まとめてルーレットをプレイすることができる機能を

まとめてルーレットが利用でき



■「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    

プリテンプリテンプリテンプリテンセットセットセットセット

ディグニフディグニフディグニフディグニフセットセットセットセット

キャプトキャプトキャプトキャプト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    

フェンサー防具フェンサー防具フェンサー防具フェンサー防具    

セットセットセットセット    ファシニーファシニーファシニーファシニー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    イリジンイリジンイリジンイリジンセットセットセットセット

 

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    リストリリストリリストリリストリ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    

 



片手剣：片手剣：片手剣：片手剣：バーニンスバーニンスバーニンスバーニンス

両手武器：両手武器：両手武器：両手武器：コロナコロナコロナコロナ

短剣：短剣：短剣：短剣：サフォーケンサフォーケンサフォーケンサフォーケン

銃：銃：銃：銃：ソラフレイソラフレイソラフレイソラフレイ

 

 

 

【【【【    武器武器武器武器    】】】】    

片手武器セット片手武器セット片手武器セット片手武器セット    

バーニンスバーニンスバーニンスバーニンス    盾：盾：盾：盾：スコーチスコーチスコーチスコーチ

 

コロナコロナコロナコロナ    大剣：大剣：大剣：大剣：ラジビリエンスラジビリエンスラジビリエンスラジビリエンス

 

サフォーケンサフォーケンサフォーケンサフォーケン    弓：弓：弓：弓：サンラピスサンラピスサンラピスサンラピス

 

ソラフレイソラフレイソラフレイソラフレイ    杖：杖：杖：杖：オリオルオリオルオリオルオリオル

 

  

スコーチスコーチスコーチスコーチ    

 

ラジビリエンスラジビリエンスラジビリエンスラジビリエンス    

 

サンラピスサンラピスサンラピスサンラピス    

 

オリオルオリオルオリオルオリオル    

 



魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：サイディリアルサイディリアルサイディリアルサイディリアル

手甲：手甲：手甲：手甲：バーンソルバーンソルバーンソルバーンソル

    

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。

過去のルーレット景品が手に入るチャンスをお見逃しなく過去のルーレット景品が手に入るチャンスをお見逃しなく過去のルーレット景品が手に入るチャンスをお見逃しなく過去のルーレット景品が手に入るチャンスをお見逃しなく

本日 6 月 23 日(月)のアップデートにて、ヴィラーノルーレット

はラインアップを 2 種類ご用意しており、過去にヴィラーノルーレットで登場した武器と防具、そしてボイス

チケットが景品として出現します。

 

初回となる今回は、ベースカラーが

リーズや、赤い帽子がアクセントとなっている「トレミムセット」「レウリムセット」、橙色が鮮やかな「センティ

ーユセット」の武器シリーズと、白黒のモノトーンなデザインが特徴的な「スマザード」の

場いたします。 

 

 

サイディリアルサイディリアルサイディリアルサイディリアル    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：サンプリックサンプリックサンプリックサンプリック

 

バーンソルバーンソルバーンソルバーンソル    
    

 

 

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/ 

 

    

「ヴィラーノルーレット「ヴィラーノルーレット「ヴィラーノルーレット「ヴィラーノルーレット    ClassicClassicClassicClassic」が登場！」が登場！」が登場！」が登場！    

過去のルーレット景品が手に入るチャンスをお見逃しなく過去のルーレット景品が手に入るチャンスをお見逃しなく過去のルーレット景品が手に入るチャンスをお見逃しなく過去のルーレット景品が手に入るチャンスをお見逃しなく    

 

のアップデートにて、ヴィラーノルーレット Classic を実装いたします

種類ご用意しており、過去にヴィラーノルーレットで登場した武器と防具、そしてボイス

チケットが景品として出現します。 

初回となる今回は、ベースカラーが爽やかな青で今の季節にピッタリな「サマーナイトセット」の防具シ

リーズや、赤い帽子がアクセントとなっている「トレミムセット」「レウリムセット」、橙色が鮮やかな「センティ

シリーズと、白黒のモノトーンなデザインが特徴的な「スマザード」の

サンプリックサンプリックサンプリックサンプリック    

 

    
を実装いたします。本ルーレットで

種類ご用意しており、過去にヴィラーノルーレットで登場した武器と防具、そしてボイス

青で今の季節にピッタリな「サマーナイトセット」の防具シ

リーズや、赤い帽子がアクセントとなっている「トレミムセット」「レウリムセット」、橙色が鮮やかな「センティ

シリーズと、白黒のモノトーンなデザインが特徴的な「スマザード」の武器シリーズが登



また、ボイスチケットは大人気声優の子安

のボイスが登場するなど、大変華やかなラインアップとなっております。

 

獲得する機会を逃してしまった過去の景品を入手する貴重なチャンス

 

■「ヴィラーノルーレット■「ヴィラーノルーレット■「ヴィラーノルーレット■「ヴィラーノルーレット ClassicClassicClassicClassic    

男性男性男性男性    

サマーナイトセットサマーナイトセットサマーナイトセットサマーナイトセット

エスターテシェロセットエスターテシェロセットエスターテシェロセットエスターテシェロセット

テロスタラッタセットテロスタラッタセットテロスタラッタセットテロスタラッタセット

 

 

 

また、ボイスチケットは大人気声優の子安 武人さん、水樹 奈々さん、大塚 明夫さん、釘宮

のボイスが登場するなど、大変華やかなラインアップとなっております。 

獲得する機会を逃してしまった過去の景品を入手する貴重なチャンスです。どうぞお見逃しなく！

    Vol.1Vol.1Vol.1Vol.1」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    

サマーナイトセットサマーナイトセットサマーナイトセットサマーナイトセット    サマーハートセットサマーハートセットサマーハートセットサマーハートセット

 

スカウト防具スカウト防具スカウト防具スカウト防具    

エスターテシェロセットエスターテシェロセットエスターテシェロセットエスターテシェロセット    エスターテアリアセットエスターテアリアセットエスターテアリアセットエスターテアリアセット

 

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    

テロスタラッタセットテロスタラッタセットテロスタラッタセットテロスタラッタセット    テロスキューマセットテロスキューマセットテロスキューマセットテロスキューマセット

 

  

明夫さん、釘宮 理恵さん

お見逃しなく！ 

サマーハートセットサマーハートセットサマーハートセットサマーハートセット    

 

エスターテアリアセットエスターテアリアセットエスターテアリアセットエスターテアリアセット    

 

テロスキューマセットテロスキューマセットテロスキューマセットテロスキューマセット    

 



エテファレーズセットエテファレーズセットエテファレーズセットエテファレーズセット

ゾンマーフェルトセットゾンマーフェルトセットゾンマーフェルトセットゾンマーフェルトセット

ベラーノセルバセットベラーノセルバセットベラーノセルバセットベラーノセルバセット

 

片手剣：片手剣：片手剣：片手剣：センティーユセンティーユセンティーユセンティーユ

 

 

 

フェンサー防具フェンサー防具フェンサー防具フェンサー防具    

エテファレーズセットエテファレーズセットエテファレーズセットエテファレーズセット    エテラヴィーヌセットエテラヴィーヌセットエテラヴィーヌセットエテラヴィーヌセット

 

セスタス防具セスタス防具セスタス防具セスタス防具    

ゾンマーフェルトセットゾンマーフェルトセットゾンマーフェルトセットゾンマーフェルトセット    ゾンマーヴィーゼセットゾンマーヴィーゼセットゾンマーヴィーゼセットゾンマーヴィーゼセット

 

共通防具共通防具共通防具共通防具    

ベラーノセルバセットベラーノセルバセットベラーノセルバセットベラーノセルバセット    ベラーノイスラセットベラーノイスラセットベラーノイスラセットベラーノイスラセット

 

【【【【    武器武器武器武器    】】】】    

片手武器セット片手武器セット片手武器セット片手武器セット    

センティーユセンティーユセンティーユセンティーユ    盾：盾：盾：盾：ルフレットルフレットルフレットルフレット

 

  

エテラヴィーヌセットエテラヴィーヌセットエテラヴィーヌセットエテラヴィーヌセット    

 

ゾンマーヴィーゼセットゾンマーヴィーゼセットゾンマーヴィーゼセットゾンマーヴィーゼセット    

 

ベラーノイスラセットベラーノイスラセットベラーノイスラセットベラーノイスラセット    

 

ルフレットルフレットルフレットルフレット    

 



両手武器：両手武器：両手武器：両手武器：エスプモッソエスプモッソエスプモッソエスプモッソ

短剣：短剣：短剣：短剣：グリッツェングリッツェングリッツェングリッツェン

銃：銃：銃：銃：シンティッリーオシンティッリーオシンティッリーオシンティッリーオ

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：シンティラールシンティラールシンティラールシンティラール

 

 

 

エスプモッソエスプモッソエスプモッソエスプモッソ    大剣：大剣：大剣：大剣：スプレンドゥールスプレンドゥールスプレンドゥールスプレンドゥール

 

グリッツェングリッツェングリッツェングリッツェン    弓：弓：弓：弓：ブリックストラブリックストラブリックストラブリックストラ

 

シンティッリーオシンティッリーオシンティッリーオシンティッリーオ    杖：杖：杖：杖：セントレイトセントレイトセントレイトセントレイト

 

シンティラールシンティラールシンティラールシンティラール    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：ランプロスランプロスランプロスランプロス

 

  

スプレンドゥールスプレンドゥールスプレンドゥールスプレンドゥール    

 

ブリックストラブリックストラブリックストラブリックストラ    

 

セントレイトセントレイトセントレイトセントレイト    

 

ランプロスランプロスランプロスランプロス    

 



手甲：手甲：手甲：手甲：グリューエングリューエングリューエングリューエン

男性男性男性男性

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    サムライⅠサムライⅠサムライⅠサムライⅠ

声優：声優：声優：声優：子安子安子安子安

■「ヴィラーノルーレット■「ヴィラーノルーレット■「ヴィラーノルーレット■「ヴィラーノルーレット ClassicClassicClassicClassic    

男性男性男性男性    

クラージュセットクラージュセットクラージュセットクラージュセット

サゲイシャスセットサゲイシャスセットサゲイシャスセットサゲイシャスセット

 

 

 

グリューエングリューエングリューエングリューエン    
    

 

 

    

【【【【    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    

サムライⅠサムライⅠサムライⅠサムライⅠ    

子安子安子安子安    武人武人武人武人    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    高貴な女性Ⅰ高貴な女性Ⅰ高貴な女性Ⅰ高貴な女性Ⅰ    

声優：声優：声優：声優：水樹水樹水樹水樹    奈々奈々奈々奈々    

    

    

    Vol.2Vol.2Vol.2Vol.2」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    

クラージュセットクラージュセットクラージュセットクラージュセット    ディグニティセットディグニティセットディグニティセットディグニティセット

 

スカウト防具スカウト防具スカウト防具スカウト防具    

サゲイシャスセットサゲイシャスセットサゲイシャスセットサゲイシャスセット    ビハインドセットビハインドセットビハインドセットビハインドセット

 

  

    

ディグニティセットディグニティセットディグニティセットディグニティセット    

 

ビハインドセットビハインドセットビハインドセットビハインドセット    

 



ファシネイションセットファシネイションセットファシネイションセットファシネイションセット

トレミムセットトレミムセットトレミムセットトレミムセット

 

片手剣：片手剣：片手剣：片手剣：ブラックバーンブラックバーンブラックバーンブラックバーン

両手武器：両手武器：両手武器：両手武器：スマザードスマザードスマザードスマザード

 

 

 

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    

ファシネイションセットファシネイションセットファシネイションセットファシネイションセット    チャームセットチャームセットチャームセットチャームセット

 

共通防具共通防具共通防具共通防具    

トレミムセットトレミムセットトレミムセットトレミムセット    レウリムセットレウリムセットレウリムセットレウリムセット

 

【【【【    武器武器武器武器    】】】】    

片手武器セット片手武器セット片手武器セット片手武器セット    

ブラックバーンブラックバーンブラックバーンブラックバーン    盾：盾：盾：盾：ステイルステイルステイルステイル

 

スマザードスマザードスマザードスマザード    短剣：短剣：短剣：短剣：フルーズフルーズフルーズフルーズ

 

  

チャームセットチャームセットチャームセットチャームセット    

 

レウリムセットレウリムセットレウリムセットレウリムセット    

 

ステイルステイルステイルステイル    

 

フルーズフルーズフルーズフルーズ    

 



弓：弓：弓：弓：アンブッシュアンブッシュアンブッシュアンブッシュ

    

男性男性男性男性

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    軍人男性Ⅰ軍人男性Ⅰ軍人男性Ⅰ軍人男性Ⅰ

声優：声優：声優：声優：大塚大塚大塚大塚

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。

今なら今なら今なら今なら

本日6 月23 日(月)のアップデートより

 

キャンペーン期間中は1キャラクターにつき

を割引価格で購入することができます。更新が行われるヴィラーノルーレットや新たに登場するヴィラーノ

ルーレット Classic をご利用の際には、ぜひ本キャンペーンをご活用ください！

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    

ゴールドコイン×5 

ゴールドコイン×11 

 

【【【【    実施期間実施期間実施期間実施期間    】】】】    

 6 月23 日(月)定期メンテナンス終了後

 7 月7 日(月)定期メンテナンス開始前

 

http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=966http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=966http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=966http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=966

 

 

アンブッシュアンブッシュアンブッシュアンブッシュ    杖：杖：杖：杖：エポレットエポレットエポレットエポレット

 

【【【【    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    

軍人男性Ⅰ軍人男性Ⅰ軍人男性Ⅰ軍人男性Ⅰ    

大塚大塚大塚大塚    明夫明夫明夫明夫    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    生意気な少女Ⅰ生意気な少女Ⅰ生意気な少女Ⅰ生意気な少女Ⅰ    

声優：声優：声優：声優：釘宮釘宮釘宮釘宮    理恵理恵理恵理恵    

    

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/roulettehttp://www.fezero.jp/roulettehttp://www.fezero.jp/roulettehttp://www.fezero.jp/roulette_classic_classic_classic_classic//// 

 

    

ゴールドコイン割引キャンペーン実施ゴールドコイン割引キャンペーン実施ゴールドコイン割引キャンペーン実施ゴールドコイン割引キャンペーン実施    

今なら今なら今なら今ならゴールドコインをゴールドコインをゴールドコインをゴールドコインをお得お得お得お得に買えるチャンスに買えるチャンスに買えるチャンスに買えるチャンス！！！！    

のアップデートより、ゴールドコイン割引キャンペーンを実施いたします。

キャラクターにつき1回ずつ、「ゴールドコイン×5」および「ゴールドコイン×

を割引価格で購入することができます。更新が行われるヴィラーノルーレットや新たに登場するヴィラーノ

をご利用の際には、ぜひ本キャンペーンをご活用ください！ 

通常価格通常価格通常価格通常価格    キャンペーン価格キャンペーン価格キャンペーン価格キャンペーン価格

100 オーブ 90909090

200 オーブ 180180180180

定期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。    

http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=966http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=966http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=966http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=966    

エポレットエポレットエポレットエポレット    

 

    

    
ゴールドコイン割引キャンペーンを実施いたします。 

」および「ゴールドコイン×11」

を割引価格で購入することができます。更新が行われるヴィラーノルーレットや新たに登場するヴィラーノ

キャンペーン価格キャンペーン価格キャンペーン価格キャンペーン価格    

90909090 オーブオーブオーブオーブ    

180180180180 オーブオーブオーブオーブ    



限定装備や便利なエンチャントアイテムをゲット！限定装備や便利なエンチャントアイテムをゲット！限定装備や便利なエンチャントアイテムをゲット！限定装備や便利なエンチャントアイテムをゲット！

ジューンブライドにちなんだ季節イベント「ラヴマリッジ」開催ジューンブライドにちなんだ季節イベント「ラヴマリッジ」開催ジューンブライドにちなんだ季節イベント「ラヴマリッジ」開催ジューンブライドにちなんだ季節イベント「ラヴマリッジ」開催

    

本日6月23日(月)定期メンテナンス終了後

を実施いたします。 

 

イベント開催期間中、通常戦争が終了した際に戦争報酬としてクエストアイテム

ムで獲得できます。このクエストアイテムはエンチャントジェムとしても使用することができますが、集めて

イベントNPCへ渡すことによってイベント限定の装備アイテムやより性能の高いエンチャントジェムを入手

することが可能です。 

 

イベント期間中はたくさん戦争に参加して、今しかもらえないお得なアイテムをゲットしよう！

 

【【【【    戦争報酬戦争報酬戦争報酬戦争報酬    】】】】    

    アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    

 

永遠の原石 

 

不屈の原石 

 

情熱の原石 

 

    

 

 

限定装備や便利なエンチャントアイテムをゲット！限定装備や便利なエンチャントアイテムをゲット！限定装備や便利なエンチャントアイテムをゲット！限定装備や便利なエンチャントアイテムをゲット！    

ジューンブライドにちなんだ季節イベント「ラヴマリッジ」開催ジューンブライドにちなんだ季節イベント「ラヴマリッジ」開催ジューンブライドにちなんだ季節イベント「ラヴマリッジ」開催ジューンブライドにちなんだ季節イベント「ラヴマリッジ」開催    

定期メンテナンス終了後より、ジューンブライドにちなんだ季節イベント「ラヴマリッジ」

イベント開催期間中、通常戦争が終了した際に戦争報酬としてクエストアイテム 3 種のうち

ムで獲得できます。このクエストアイテムはエンチャントジェムとしても使用することができますが、集めて

へ渡すことによってイベント限定の装備アイテムやより性能の高いエンチャントジェムを入手

イベント期間中はたくさん戦争に参加して、今しかもらえないお得なアイテムをゲットしよう！

    追加オプション追加オプション追加オプション追加オプション    トレードトレードトレードトレード

 最大HP ＋30 ～ ＋150 

 耐性 ＋4 ～ ＋7 

 攻性 ＋2 ～ ＋5 

        

    
ジューンブライドにちなんだ季節イベント「ラヴマリッジ」

種のうち 1 種をランダ

ムで獲得できます。このクエストアイテムはエンチャントジェムとしても使用することができますが、集めて

へ渡すことによってイベント限定の装備アイテムやより性能の高いエンチャントジェムを入手

イベント期間中はたくさん戦争に参加して、今しかもらえないお得なアイテムをゲットしよう！ 

トレードトレードトレードトレード    

可 

可 

可 



【【【【    クエスト報酬クエスト報酬クエスト報酬クエスト報酬    】】】】    

男性男性男性男性    

グルームグルームグルームグルームセットセットセットセット

マリアージュマリアージュマリアージュマリアージュセットセットセットセット

 

    アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    

 

EXHP アップ 

 

EX フィズガードゲイン

 

EX フィズアタックゲイン

 

【【【【    実施期間実施期間実施期間実施期間    】】】】    

 6 月23 日(月)定期メンテナンス終了後

 7 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

    

 

 

女性女性女性女性    

共通共通共通共通防具防具防具防具    

セットセットセットセット    ブライドブライドブライドブライドセットセットセットセット    

 

セットセットセットセット    ウェディングウェディングウェディングウェディングセットセットセットセット

 

    追加オプション追加オプション追加オプション追加オプション    トレードトレードトレードトレード

 最大HP ＋180 ～ ＋200 

フィズガードゲイン 耐性 ＋12 ～ ＋20 

フィズアタックゲイン 攻性 ＋10 ～ ＋15 

定期メンテナンス終了後 から 

定期メンテナンス開始前 まで 

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記の特設ページをの特設ページをの特設ページをの特設ページをご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。    

http://www.fezero.jp/event/20140623/http://www.fezero.jp/event/20140623/http://www.fezero.jp/event/20140623/http://www.fezero.jp/event/20140623/    

    

    

 

セットセットセットセット    

 

トレードトレードトレードトレード    

不可 

不可 

不可 



『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』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。 


