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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    ゼロゼロゼロゼロ

経験値経験値経験値経験値 5555 倍のほか、限定装備やお得な消耗品がゲットできるイベントなどを実施倍のほか、限定装備やお得な消耗品がゲットできるイベントなどを実施倍のほか、限定装備やお得な消耗品がゲットできるイベントなどを実施倍のほか、限定装備やお得な消耗品がゲットできるイベントなどを実施

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。 

夏祭り夏祭り夏祭り夏祭り

本日7 月7 日(月)定期メンテナンス終了後

 

夏の恒例イベントとなっている「ヴィラーノフェスティバル」では、さまざまなイベントやキャンペーンを実

施いたします。この機会にお友達や部隊の仲間と一緒に戦争へ参加して、メルファリアの夏をお楽しみく

ださい！ 

 

    

 

 

平成

  

会 社 名GMO ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

 

ゼロゼロゼロゼロ』』』』夏の大型イベント「ヴィラーノフェスティバル」開催！夏の大型イベント「ヴィラーノフェスティバル」開催！夏の大型イベント「ヴィラーノフェスティバル」開催！夏の大型イベント「ヴィラーノフェスティバル」開催！

倍のほか、限定装備やお得な消耗品がゲットできるイベントなどを実施倍のほか、限定装備やお得な消耗品がゲットできるイベントなどを実施倍のほか、限定装備やお得な消耗品がゲットできるイベントなどを実施倍のほか、限定装備やお得な消耗品がゲットできるイベントなどを実施

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、

 

今年も今年も今年も今年もメルファリアにメルファリアにメルファリアにメルファリアに夏がやってきた！夏がやってきた！夏がやってきた！夏がやってきた！    

夏祭り夏祭り夏祭り夏祭りイベント「ヴィラーノフェスティバル」開催イベント「ヴィラーノフェスティバル」開催イベント「ヴィラーノフェスティバル」開催イベント「ヴィラーノフェスティバル」開催    

定期メンテナンス終了後より、イベント「ヴィラーノフェスティバル」を開催

夏の恒例イベントとなっている「ヴィラーノフェスティバル」では、さまざまなイベントやキャンペーンを実

お友達や部隊の仲間と一緒に戦争へ参加して、メルファリアの夏をお楽しみく

        

平成26 年7 月7 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

夏の大型イベント「ヴィラーノフェスティバル」開催！夏の大型イベント「ヴィラーノフェスティバル」開催！夏の大型イベント「ヴィラーノフェスティバル」開催！夏の大型イベント「ヴィラーノフェスティバル」開催！    

倍のほか、限定装備やお得な消耗品がゲットできるイベントなどを実施倍のほか、限定装備やお得な消耗品がゲットできるイベントなどを実施倍のほか、限定装備やお得な消耗品がゲットできるイベントなどを実施倍のほか、限定装備やお得な消耗品がゲットできるイベントなどを実施    

、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、7 月 7 日(月)にアッ

    
イベント「ヴィラーノフェスティバル」を開催いたします。 

夏の恒例イベントとなっている「ヴィラーノフェスティバル」では、さまざまなイベントやキャンペーンを実

お友達や部隊の仲間と一緒に戦争へ参加して、メルファリアの夏をお楽しみく



■ブーストキャンペーン■ブーストキャンペーン■ブーストキャンペーン■ブーストキャンペーン    

キャンペーン期間中は週替わりで経験値

 

実施内容実施内容実施内容実施内容    

経験値5 倍 

（戦争終了時・モンスター討伐時）

獲得リング 2 倍 

クラスチェンジ/スキルリセット無料

オフィシャルショップ更新周期変更

闘技場ポイント 2 倍 

※経験値5 倍および獲得リング

※7 月21 日(月)が祝日のため、7

 

    

■■■■イベント「ヴィラーノ祭り」イベント「ヴィラーノ祭り」イベント「ヴィラーノ祭り」イベント「ヴィラーノ祭り」    

イベント期間中の対象戦争（通常戦争、城門戦、砦戦）での勝利数に応じて、イベント限定の頭装備を獲得

することが可能です。 

 

勝利数勝利数勝利数勝利数    

2 勝 

トワイライトロ

（男性用頭装備）

4 勝 

サンセットローズ

（男性用頭装備）

 

 

キャンペーン期間中は週替わりで経験値5 倍などのブーストキャンペーンを実施いたします。

実施期間実施期間実施期間実施期間    

（戦争終了時・モンスター討伐時） 

7 月7 日(月)定期メンテナンス終了後

7 月14 日(月)定期メンテナンス開始前

7 月14 日(月)定期メンテナンス終了後

7 月22 日(火)定期メンテナンス開始前

スキルリセット無料 
7 月22 日(火)定期メンテナンス終了後

7 月28 日(月)定期メンテナンス開始前

オフィシャルショップ更新周期変更 
7 月28 日(月)定期メンテナンス終了後

8 月4 日(月)定期メンテナンス開始前

 
8 月4 日(月)定期メンテナンス終了後

8 月11 日(月)定期メンテナンス開始前

倍および獲得リング 2 倍の対象戦争は「通常戦争、城門戦、砦戦」です。 

7 月第4 週は 7 月22 日(火)に定期メンテナンスを実施

イベント期間中の対象戦争（通常戦争、城門戦、砦戦）での勝利数に応じて、イベント限定の頭装備を獲得

報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム    

 

トワイライトローズ 

（男性用頭装備） 

ソワールビスカス

（女性用頭装備）

 
サンセットローズ 

（男性用頭装備） 

サンライズビスカス 

（女性用頭装備） 

倍などのブーストキャンペーンを実施いたします。 

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 

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 

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 

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 

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 

 

メンテナンスを実施いたします。 

イベント期間中の対象戦争（通常戦争、城門戦、砦戦）での勝利数に応じて、イベント限定の頭装備を獲得

 

ビスカス 

（女性用頭装備） 

 

強靭の石×3 



6 勝 

アクアローズ

（男性用頭装備）

8 勝 

ヴィラーノローズ

（男性用頭装備）

※頭装備はキャラクターの性別に応じたものを獲得

※4勝以降の報酬は頭装備または装備強化アイテムの

【イベント実施期間】【イベント実施期間】【イベント実施期間】【イベント実施期間】    

7 月7 日(月)定期メンテナンス終了後

【報酬受取期間】【報酬受取期間】【報酬受取期間】【報酬受取期間】    

7 月7 日(月)定期メンテナンス終了後

 

 

■イベント「エスセティア大陸一周すごろく■イベント「エスセティア大陸一周すごろく■イベント「エスセティア大陸一周すごろく■イベント「エスセティア大陸一周すごろく

イベント期間中、対象戦争（通常戦争、城門戦、砦戦）に参戦すると

イントを貯めることができます。ポイントを消費してすごろくをプレイすると

を獲得できるほか、ゴールに到達するとゴールドコインを獲得することもできます。

 

【【【【すごろくポイント獲得すごろくポイント獲得すごろくポイント獲得すごろくポイント獲得期間】期間】期間】期間】    

7 月7 日(月)定期メンテナンス終了後

【【【【すごろくプレイすごろくプレイすごろくプレイすごろくプレイ期間】期間】期間】期間】    

7 月7 日(月)定期メンテナンス終了後

 

 

 

 
アクアローズ 

（男性用頭装備） 

マリンビスカス 

（女性用頭装備） 

 
ヴィラーノローズ 

（男性用頭装備） 

ヴィラーノビスカス 

（女性用頭装備） 

※頭装備はキャラクターの性別に応じたものを獲得することができます。 

勝以降の報酬は頭装備または装備強化アイテムのどちらか選択したものを獲得することができます。

定期メンテナンス終了後 から 8 月11 日(月)定期メンテナンス開始前 まで

定期メンテナンス終了後 から 8 月18 日(月)定期メンテナンス開始前 まで

■イベント「エスセティア大陸一周すごろく■イベント「エスセティア大陸一周すごろく■イベント「エスセティア大陸一周すごろく■イベント「エスセティア大陸一周すごろく DXDXDXDX」」」」    

イベント期間中、対象戦争（通常戦争、城門戦、砦戦）に参戦すると 1 日につき 3 ポイントまですごろくポ

イントを貯めることができます。ポイントを消費してすごろくをプレイすると、止まったマスに応じて

を獲得できるほか、ゴールに到達するとゴールドコインを獲得することもできます。 

定期メンテナンス終了後 から 8 月11 日(月)定期メンテナンス開始前 まで

定期メンテナンス終了後 から 8 月18 日(月)定期メンテナンス開始前 まで

  

 

強固の石×3 

 

穿孔の石×1 

たものを獲得することができます。 

まで 

まで 

    

ポイントまですごろくポ

、止まったマスに応じて消耗品

まで 

まで 



■召喚獣グラフィック変更■召喚獣グラフィック変更■召喚獣グラフィック変更■召喚獣グラフィック変更    

イベント期間中は召喚獣のグラフィックが夏祭り仕様に変化します。

 

【グラフィック変更期間】【グラフィック変更期間】【グラフィック変更期間】【グラフィック変更期間】    

7 月7 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

    

    

 

 

イベント期間中は召喚獣のグラフィックが夏祭り仕様に変化します。 

定期メンテナンス終了後 から 8 月11 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の特設の特設の特設の特設サイトサイトサイトサイトををををご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。    

http://www.fezero.jp/2014vilanofestival/http://www.fezero.jp/2014vilanofestival/http://www.fezero.jp/2014vilanofestival/http://www.fezero.jp/2014vilanofestival/    

    

        

    

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 

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://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。 


