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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

待望の限定ルーレットや「メルファリアマーチ」コラボレーションイベントが本日スタート！待望の限定ルーレットや「メルファリアマーチ」コラボレーションイベントが本日スタート！待望の限定ルーレットや「メルファリアマーチ」コラボレーションイベントが本日スタート！待望の限定ルーレットや「メルファリアマーチ」コラボレーションイベントが本日スタート！

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。 

フェスティバル特別ルーレットやコラボレーションイベントが本日よりスタートフェスティバル特別ルーレットやコラボレーションイベントが本日よりスタートフェスティバル特別ルーレットやコラボレーションイベントが本日よりスタートフェスティバル特別ルーレットやコラボレーションイベントが本日よりスタート

本日 7 月 14 日(月)定期メンテナンス終了後より、絶賛開催中のイベント「ヴィラーノフェスティバル」にて

期間限定のルーレットや、新たなイベント・キャンペーンを開始いたします

 

■■■■フェスティバル特別ルーレットフェスティバル特別ルーレットフェスティバル特別ルーレットフェスティバル特別ルーレット

期間限定ルーレット「フェスティバル特別ルーレット

フ作品であるスマートフォンアプリ『メルファリアマーチ』とのコラボレーション装備が登場します。

 

本ルーレットでは、『メルファリアマーチ』のキャラクター「ファブニル」が所持している杖をモチーフとした

武器シリーズと、その色調に併せてリファインカラーとなった司令官・師範防具が共通防具となってライン

アップされています。なお、今回の武器シリーズは人気のエフェクト機能を実装した新作となります！

 

さらに、過去に実施したスクウェア・エニックス作品とのコラボレーションにて登場したコラボレーション

限定アイテムを一つ選んで交換することができる「

会をどうぞお見逃しなく！ 
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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

待望の限定ルーレットや「メルファリアマーチ」コラボレーションイベントが本日スタート！待望の限定ルーレットや「メルファリアマーチ」コラボレーションイベントが本日スタート！待望の限定ルーレットや「メルファリアマーチ」コラボレーションイベントが本日スタート！待望の限定ルーレットや「メルファリアマーチ」コラボレーションイベントが本日スタート！

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、

 

「ヴィラーノフェスティバル」更新！「ヴィラーノフェスティバル」更新！「ヴィラーノフェスティバル」更新！「ヴィラーノフェスティバル」更新！    

フェスティバル特別ルーレットやコラボレーションイベントが本日よりスタートフェスティバル特別ルーレットやコラボレーションイベントが本日よりスタートフェスティバル特別ルーレットやコラボレーションイベントが本日よりスタートフェスティバル特別ルーレットやコラボレーションイベントが本日よりスタート

定期メンテナンス終了後より、絶賛開催中のイベント「ヴィラーノフェスティバル」にて

期間限定のルーレットや、新たなイベント・キャンペーンを開始いたします。 

フェスティバル特別ルーレットフェスティバル特別ルーレットフェスティバル特別ルーレットフェスティバル特別ルーレット Vol.1Vol.1Vol.1Vol.1    

期間限定ルーレット「フェスティバル特別ルーレット Vol.1」では、『ファンタジーアース

フ作品であるスマートフォンアプリ『メルファリアマーチ』とのコラボレーション装備が登場します。

『メルファリアマーチ』のキャラクター「ファブニル」が所持している杖をモチーフとした

武器シリーズと、その色調に併せてリファインカラーとなった司令官・師範防具が共通防具となってライン

アップされています。なお、今回の武器シリーズは人気のエフェクト機能を実装した新作となります！

さらに、過去に実施したスクウェア・エニックス作品とのコラボレーションにて登場したコラボレーション

限定アイテムを一つ選んで交換することができる「SQUARE ENIX チケット」も獲得できるチャンス！この機

        

平成26 年7 月14 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」開催中中中中！！！！    

待望の限定ルーレットや「メルファリアマーチ」コラボレーションイベントが本日スタート！待望の限定ルーレットや「メルファリアマーチ」コラボレーションイベントが本日スタート！待望の限定ルーレットや「メルファリアマーチ」コラボレーションイベントが本日スタート！待望の限定ルーレットや「メルファリアマーチ」コラボレーションイベントが本日スタート！    

、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14日(月)にアッ

フェスティバル特別ルーレットやコラボレーションイベントが本日よりスタートフェスティバル特別ルーレットやコラボレーションイベントが本日よりスタートフェスティバル特別ルーレットやコラボレーションイベントが本日よりスタートフェスティバル特別ルーレットやコラボレーションイベントが本日よりスタート    

    
定期メンテナンス終了後より、絶賛開催中のイベント「ヴィラーノフェスティバル」にて

『ファンタジーアース ゼロ』のスピンオ

フ作品であるスマートフォンアプリ『メルファリアマーチ』とのコラボレーション装備が登場します。 

『メルファリアマーチ』のキャラクター「ファブニル」が所持している杖をモチーフとした

武器シリーズと、その色調に併せてリファインカラーとなった司令官・師範防具が共通防具となってライン

アップされています。なお、今回の武器シリーズは人気のエフェクト機能を実装した新作となります！ 

さらに、過去に実施したスクウェア・エニックス作品とのコラボレーションにて登場したコラボレーション

チケット」も獲得できるチャンス！この機



男性男性男性男性    

ポッポトレスポッポトレスポッポトレスポッポトレスセットセットセットセット

アネイトトレスアネイトトレスアネイトトレスアネイトトレスセットセットセットセット

テオネラトレステオネラトレステオネラトレステオネラトレスセットセットセットセット

クヌートトレスクヌートトレスクヌートトレスクヌートトレスセットセットセットセット

 

 

 

【【【【    防具防具防具防具    】】】】    

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    ポッポイミテポッポイミテポッポイミテポッポイミテセットセットセットセット

 

セットセットセットセット    アネイトイミテアネイトイミテアネイトイミテアネイトイミテセットセットセットセット

 

セットセットセットセット    テオネライミテテオネライミテテオネライミテテオネライミテセットセットセットセット

 

セットセットセットセット    クヌートイミテクヌートイミテクヌートイミテクヌートイミテ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    

 

セットセットセットセット    

 



ボルクストレスボルクストレスボルクストレスボルクストレスセットセットセットセット

シグルストレスシグルストレスシグルストレスシグルストレスセットセットセットセット

ハーゲントレスハーゲントレスハーゲントレスハーゲントレスセットセットセットセット

レアソンソンセットレアソンソンセットレアソンソンセットレアソンソンセット

 

    

 

 

セットセットセットセット    ボルクスイミテボルクスイミテボルクスイミテボルクスイミテセットセットセットセット

 

セットセットセットセット    クリィムイミテクリィムイミテクリィムイミテクリィムイミテセットセットセットセット

 

セットセットセットセット    ハーゲンイミテハーゲンイミテハーゲンイミテハーゲンイミテセットセットセットセット

 

レアソンソンセットレアソンソンセットレアソンソンセットレアソンソンセット    ファムソンソンセットファムソンソンセットファムソンソンセットファムソンソンセット

 
        

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    

 

ファムソンソンセットファムソンソンセットファムソンソンセットファムソンソンセット    

 



片手片手片手片手武器武器武器武器：：：：クロウクルワッハクロウクルワッハクロウクルワッハクロウクルワッハ

両手両手両手両手武器武器武器武器：：：：ジルニトラジルニトラジルニトラジルニトラ

短剣：短剣：短剣：短剣：バラウールバラウールバラウールバラウール

銃：銃：銃：銃：ピュートーンピュートーンピュートーンピュートーン

 

 

 

【【【【    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    

クロウクルワッハクロウクルワッハクロウクルワッハクロウクルワッハ    盾：盾：盾：盾：ケルヌンノスケルヌンノスケルヌンノスケルヌンノス

 
  
 

ジルニトラジルニトラジルニトラジルニトラ    大剣：大剣：大剣：大剣：レヴィアタンレヴィアタンレヴィアタンレヴィアタン

 

バラウールバラウールバラウールバラウール    弓：弓：弓：弓：スヴァローグスヴァローグスヴァローグスヴァローグ

 

ピュートーンピュートーンピュートーンピュートーン    杖：杖：杖：杖：リンドブルムリンドブルムリンドブルムリンドブルム

 

  

ケルヌンノスケルヌンノスケルヌンノスケルヌンノス    

 

レヴィアタンレヴィアタンレヴィアタンレヴィアタン    

 

スヴァローグスヴァローグスヴァローグスヴァローグ    

 

リンドブルムリンドブルムリンドブルムリンドブルム    

 



魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：ミドガルズオルムミドガルズオルムミドガルズオルムミドガルズオルム

手甲：手甲：手甲：手甲：ガルグイユガルグイユガルグイユガルグイユ

 

 

＜＜＜＜    SQUARE ENIXSQUARE ENIXSQUARE ENIXSQUARE ENIX チケットについてチケットについてチケットについてチケットについて

「SQUARE ENIX チケット」は、フェスティバル特別ルーレットの

Vol.2 にそれぞれ 1 枚ずつ出現するため、

    

【【【【ルーレットルーレットルーレットルーレット実施期間】実施期間】実施期間】実施期間】    

7 月14 日(月)定期メンテナンス終了後

【【【【SQUARE ENIXSQUARE ENIXSQUARE ENIXSQUARE ENIX チケット交換チケット交換チケット交換チケット交換期間】期間】期間】期間】

7 月14 日(月)定期メンテナンス終了後

    

    

 

 

ミドガルズオルムミドガルズオルムミドガルズオルムミドガルズオルム    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：アンフィスバエナアンフィスバエナアンフィスバエナアンフィスバエナ

 

ガルグイユガルグイユガルグイユガルグイユ    
    

 

 

【【【【    チケットチケットチケットチケット    】】】】    

SQUARE ENIXSQUARE ENIXSQUARE ENIXSQUARE ENIX チケットチケットチケットチケット    

 

チケットについてチケットについてチケットについてチケットについて    ＞＞＞＞    

フェスティバル特別ルーレットの Vol.1 および 7 月28 日

枚ずつ出現するため、1 キャラクターにつき最大で 2 枚獲得することができます。

定期メンテナンス終了後 から 7 月28 日(月)定期メンテナンス開始前 まで

期間】期間】期間】期間】    

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

アンフィスバエナアンフィスバエナアンフィスバエナアンフィスバエナ    

 

日(月)より開始となる

枚獲得することができます。 

まで 

まで 



■司令官「シグルス」と「クリィム」のウィッグ販売■司令官「シグルス」と「クリィム」のウィッグ販売■司令官「シグルス」と「クリィム」のウィッグ販売■司令官「シグルス」と「クリィム」のウィッグ販売

『メルファリアマーチ』でもプレイヤーを導

グを、期間限定でオーブ販売いた

 

シグルスシグルスシグルスシグルストレストレストレストレスウィッグウィッグウィッグウィッグ

（男性専用アクセサリ）（男性専用アクセサリ）（男性専用アクセサリ）（男性専用アクセサリ）

48484848 オーブオーブオーブオーブ    

    

    

■■■■イベント「イベント「イベント「イベント「Forward MarchForward MarchForward MarchForward March！！！！」」」」    

イベント期間中、対象の戦争（通常戦争、城門戦、砦戦）へ参加すると大陸マップに設置されたイベント

専用ボタンから『メルファリアマーチ』のユニットイラストをモチーフとしたカードを引くことができます。

引いたカードの柄に応じて【 シルバーコインなど

の柄が記録される図鑑の収集数に応じてさらに

加して、報酬をゲットしよう！ 

    

    

【プレイポイント獲得【プレイポイント獲得【プレイポイント獲得【プレイポイント獲得期間】期間】期間】期間】    

7 月14 日(月)定期メンテナンス終了後

【プレイ・報酬受取【プレイ・報酬受取【プレイ・報酬受取【プレイ・報酬受取期間】期間】期間】期間】    

7 月14 日(月)定期メンテナンス終了後

 

 

    

 

 

■司令官「シグルス」と「クリィム」のウィッグ販売■司令官「シグルス」と「クリィム」のウィッグ販売■司令官「シグルス」と「クリィム」のウィッグ販売■司令官「シグルス」と「クリィム」のウィッグ販売    

プレイヤーを導く存在として登場する司令官「シグルス」と「クリィム」のウィッ

いたします。 

ウィッグウィッグウィッグウィッグ    

（男性専用アクセサリ）（男性専用アクセサリ）（男性専用アクセサリ）（男性専用アクセサリ）    

クリィムクリィムクリィムクリィムイミテイミテイミテイミテウィッグウィッグウィッグウィッグ

（女性専用アクセサリ）（女性専用アクセサリ）（女性専用アクセサリ）（女性専用アクセサリ）

 

    48484848 オーブオーブオーブオーブ    

    

イベント期間中、対象の戦争（通常戦争、城門戦、砦戦）へ参加すると大陸マップに設置されたイベント

専用ボタンから『メルファリアマーチ』のユニットイラストをモチーフとしたカードを引くことができます。

シルバーコインなど 20 種類の消耗品 】を獲得できるほか、引いたカード

の柄が記録される図鑑の収集数に応じてさらにお得な特典を入手することができます。たくさん戦争へ参

    

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

        

登場する司令官「シグルス」と「クリィム」のウィッ

ウィッグウィッグウィッグウィッグ    

（女性専用アクセサリ）（女性専用アクセサリ）（女性専用アクセサリ）（女性専用アクセサリ）    

 

    

イベント期間中、対象の戦争（通常戦争、城門戦、砦戦）へ参加すると大陸マップに設置されたイベント

専用ボタンから『メルファリアマーチ』のユニットイラストをモチーフとしたカードを引くことができます。 

】を獲得できるほか、引いたカード

特典を入手することができます。たくさん戦争へ参

    

まで 

まで 



■「■「■「■「オーブチャージ＆プラスワンキャンペーンオーブチャージ＆プラスワンキャンペーンオーブチャージ＆プラスワンキャンペーンオーブチャージ＆プラスワンキャンペーン

＜＜＜＜    キャンペーン①キャンペーン①キャンペーン①キャンペーン①    オーブを購入して「フェスティバル武器チケット」をゲット！オーブを購入して「フェスティバル武器チケット」をゲット！オーブを購入して「フェスティバル武器チケット」をゲット！オーブを購入して「フェスティバル武器チケット」をゲット！

期間中に購入したオーブ額に応じて、「ゲームポットフェスタ

～」でプレゼントした来場者特典の武器と交換できる「フェスティバル武器チケット」が入手できます。

獲得チャンスの少ない過去のオフラインイベントの特典をゲットできる貴重なチャンスです。オーブ購入

を予定されている方は本キャンペーンをぜひご活用ください！

 

累計オーブ購入額累計オーブ購入額累計オーブ購入額累計オーブ購入額

3,0003,0003,0003,000 円以上円以上円以上円以上

5,0005,0005,0005,000 円以上円以上円以上円以上

10,00010,00010,00010,000 円以上円以上円以上円以上

※条件を満たしたものはすべて獲得できます。

枚のフェスティバル武器チケットを獲得することができます。

 

【【【【    交換ラインアップ「ゲームポットフェスタ交換ラインアップ「ゲームポットフェスタ交換ラインアップ「ゲームポットフェスタ交換ラインアップ「ゲームポットフェスタ

片手片手片手片手武器武器武器武器：：：：方天戟方天戟方天戟方天戟

両手武器：両手武器：両手武器：両手武器：偃月刀偃月刀偃月刀偃月刀

 

 

 

オーブチャージ＆プラスワンキャンペーンオーブチャージ＆プラスワンキャンペーンオーブチャージ＆プラスワンキャンペーンオーブチャージ＆プラスワンキャンペーン」」」」    

オーブを購入して「フェスティバル武器チケット」をゲット！オーブを購入して「フェスティバル武器チケット」をゲット！オーブを購入して「フェスティバル武器チケット」をゲット！オーブを購入して「フェスティバル武器チケット」をゲット！    ＞＞＞＞    

期間中に購入したオーブ額に応じて、「ゲームポットフェスタ 2009」「バンクェット ～Glorious Road 2012

～」でプレゼントした来場者特典の武器と交換できる「フェスティバル武器チケット」が入手できます。

獲得チャンスの少ない過去のオフラインイベントの特典をゲットできる貴重なチャンスです。オーブ購入

を予定されている方は本キャンペーンをぜひご活用ください！ 

累計オーブ購入額累計オーブ購入額累計オーブ購入額累計オーブ購入額    特典特典特典特典    

円以上円以上円以上円以上    フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×

円以上円以上円以上円以上    フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×

円以上円以上円以上円以上    フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×

条件を満たしたものはすべて獲得できます。5,000 円以上購入で合計2 枚、10,000 円以上購入で合計

枚のフェスティバル武器チケットを獲得することができます。 

交換ラインアップ「ゲームポットフェスタ交換ラインアップ「ゲームポットフェスタ交換ラインアップ「ゲームポットフェスタ交換ラインアップ「ゲームポットフェスタ 2009200920092009」来場者特典」来場者特典」来場者特典」来場者特典    】】】】    

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    

方天戟方天戟方天戟方天戟    盾：盾：盾：盾：青銅盾青銅盾青銅盾青銅盾    

 

偃月刀偃月刀偃月刀偃月刀    短剣：短剣：短剣：短剣：双圏双圏双圏双圏    

 

  

Glorious Road 2012

～」でプレゼントした来場者特典の武器と交換できる「フェスティバル武器チケット」が入手できます。 

獲得チャンスの少ない過去のオフラインイベントの特典をゲットできる貴重なチャンスです。オーブ購入

フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×1111    

フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×1111    

フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×フェスティバル武器チケット×1111    

円以上購入で合計3

    

    

 

    

 



弓：弓：弓：弓：貊弓貊弓貊弓貊弓    

※片手武器「方天戟」と盾「青銅盾

 

【【【【    交換ラインアップ「交換ラインアップ「交換ラインアップ「交換ラインアップ「

片手片手片手片手武器武器武器武器：：：：秘めたる秘めたる秘めたる秘めたる剛毅剛毅剛毅剛毅

両手武器：両手武器：両手武器：両手武器：勇志を掲げる鎌勇志を掲げる鎌勇志を掲げる鎌勇志を掲げる鎌

短剣：短剣：短剣：短剣：狂宴を切り裂く短剣狂宴を切り裂く短剣狂宴を切り裂く短剣狂宴を切り裂く短剣

 

 

    杖：杖：杖：杖：白羽扇白羽扇白羽扇白羽扇    

 

青銅盾」は、「武極セット」として一括で獲得することができます。

交換ラインアップ「交換ラインアップ「交換ラインアップ「交換ラインアップ「バンクェットバンクェットバンクェットバンクェット    ～～～～Glorious Road 2012Glorious Road 2012Glorious Road 2012Glorious Road 2012～～～～」来場者特典」来場者特典」来場者特典」来場者特典

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    

剛毅剛毅剛毅剛毅の剣の剣の剣の剣    盾：盾：盾：盾：剛毅剛毅剛毅剛毅なるなるなるなる盾盾盾盾

 

勇志を掲げる鎌勇志を掲げる鎌勇志を掲げる鎌勇志を掲げる鎌    大剣：大剣：大剣：大剣：剛勇を司りし大剣剛勇を司りし大剣剛勇を司りし大剣剛勇を司りし大剣

 

狂宴を切り裂く短剣狂宴を切り裂く短剣狂宴を切り裂く短剣狂宴を切り裂く短剣    弓：弓：弓：弓：静寂の宴を揺るがす弓静寂の宴を揺るがす弓静寂の宴を揺るがす弓静寂の宴を揺るがす弓

 

    

 

として一括で獲得することができます。 

」来場者特典」来場者特典」来場者特典」来場者特典    】】】】    

盾盾盾盾    

 

剛勇を司りし大剣剛勇を司りし大剣剛勇を司りし大剣剛勇を司りし大剣    

 

静寂の宴を揺るがす弓静寂の宴を揺るがす弓静寂の宴を揺るがす弓静寂の宴を揺るがす弓    

 



銃：銃：銃：銃：幻影の宴を撃ち抜く銃幻影の宴を撃ち抜く銃幻影の宴を撃ち抜く銃幻影の宴を撃ち抜く銃

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：威光を纏いし魔導具威光を纏いし魔導具威光を纏いし魔導具威光を纏いし魔導具

手甲：手甲：手甲：手甲：不屈を貫く手甲不屈を貫く手甲不屈を貫く手甲不屈を貫く手甲

※片手武器「秘めたる剛殻の剣」

きます。 

 

【【【【キャンペーン実施キャンペーン実施キャンペーン実施キャンペーン実施期間】期間】期間】期間】    

7 月14 日(月)定期メンテナンス終了後

【【【【フェスティバル武器チケット交換フェスティバル武器チケット交換フェスティバル武器チケット交換フェスティバル武器チケット交換

7 月14 日(月)定期メンテナンス終了後

 

＜＜＜＜    キャンペーン②キャンペーン②キャンペーン②キャンペーン②    ゴールドコインをセット購入するとさらにコインがゴールドコインをセット購入するとさらにコインがゴールドコインをセット購入するとさらにコインがゴールドコインをセット購入するとさらにコインが

期間中に「ゴールドコイン×5」「ゴールドコイン×

にコインがおまけで獲得できます。おまけのコインは、対象商品を購入した翌定期メンテナンス時に購入

キャラクターのプライズへお送りします。

ゴールドコインの購入を検討されている方は、キャンペーンでお得なセット販売のゴールドコインをぜひ

ご購入ください！ 

 

 

幻影の宴を撃ち抜く銃幻影の宴を撃ち抜く銃幻影の宴を撃ち抜く銃幻影の宴を撃ち抜く銃    杖：杖：杖：杖：威光を振るいし杖威光を振るいし杖威光を振るいし杖威光を振るいし杖

 

威光を纏いし魔導具威光を纏いし魔導具威光を纏いし魔導具威光を纏いし魔導具    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：遍く光の刺突剣遍く光の刺突剣遍く光の刺突剣遍く光の刺突剣

 

不屈を貫く手甲不屈を貫く手甲不屈を貫く手甲不屈を貫く手甲    
    

 

 

」と盾「秘めたる剛殻の盾」は、「剛毅セット」として一括で獲得することがで

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

フェスティバル武器チケット交換フェスティバル武器チケット交換フェスティバル武器チケット交換フェスティバル武器チケット交換期間】期間】期間】期間】    

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

ゴールドコインをセット購入するとさらにコインがゴールドコインをセット購入するとさらにコインがゴールドコインをセット購入するとさらにコインがゴールドコインをセット購入するとさらにコインがもらもらもらもらえる！える！える！える！    ＞＞＞＞    

」「ゴールドコイン×11」を購入すると、1 キャラクターにつき

にコインがおまけで獲得できます。おまけのコインは、対象商品を購入した翌定期メンテナンス時に購入

キャラクターのプライズへお送りします。 

ゴールドコインの購入を検討されている方は、キャンペーンでお得なセット販売のゴールドコインをぜひ

威光を振るいし杖威光を振るいし杖威光を振るいし杖威光を振るいし杖    

 

遍く光の刺突剣遍く光の刺突剣遍く光の刺突剣遍く光の刺突剣    

 

として一括で獲得することがで

まで 

まで 

    

キャラクターにつき 1 回限り、さら

にコインがおまけで獲得できます。おまけのコインは、対象商品を購入した翌定期メンテナンス時に購入

ゴールドコインの購入を検討されている方は、キャンペーンでお得なセット販売のゴールドコインをぜひ



 

対象商品対象商品対象商品対象商品    

ゴールドコイン×ゴールドコイン×ゴールドコイン×ゴールドコイン×

ゴールドコイン×ゴールドコイン×ゴールドコイン×ゴールドコイン×

※本キャンペーンの対象商品はセット販売のものとなります。単品販売のものを

場合は対象外となりますのでご注意ください。

 

【【【【キャンペーン実施キャンペーン実施キャンペーン実施キャンペーン実施期間】期間】期間】期間】    

7 月14 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

    

 

 

    購入特典購入特典購入特典購入特典    

ゴールドコイン×ゴールドコイン×ゴールドコイン×ゴールドコイン×5555    シルバーコイン×シルバーコイン×シルバーコイン×シルバーコイン×

ゴールドコイン×ゴールドコイン×ゴールドコイン×ゴールドコイン×11111111    ゴールドコイン×ゴールドコイン×ゴールドコイン×ゴールドコイン×

※本キャンペーンの対象商品はセット販売のものとなります。単品販売のものを5枚または

場合は対象外となりますのでご注意ください。 

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/    

        

    

シルバーコイン×シルバーコイン×シルバーコイン×シルバーコイン×5555    

ゴールドコイン×ゴールドコイン×ゴールドコイン×ゴールドコイン×1111    

枚または11枚購入した

まで 



スピンオフ作品『メルファリアマーチ』のスピンオフ作品『メルファリアマーチ』のスピンオフ作品『メルファリアマーチ』のスピンオフ作品『メルファリアマーチ』の

リリースを記念して『メルファリアマーチ』のユニットがもらえるキャンペーンを実施リリースを記念して『メルファリアマーチ』のユニットがもらえるキャンペーンを実施リリースを記念して『メルファリアマーチ』のユニットがもらえるキャンペーンを実施リリースを記念して『メルファリアマーチ』のユニットがもらえるキャンペーンを実施

本日7月14日(月)定期メンテナンス終了後より、『ファンタジーアース

ルファリアマーチ』の Android 版リリース

 

キャンペーン期間中に特設ページでメールアドレスを登録すると、

ースの際に、ゴールドユニット「アゼリー」を獲得できる

ードが送付されます。 

戦場で大きな戦力となること間違いなしのユニットです。ぜひ本キャンペーンでゴールドユニット「アゼリ

ー」を獲得して、Android 版『メルファリアマーチ』でスタートダッシュを狙いましょう！

 

クラスクラスクラスクラス

ウォリアー

 

【【【【キャンペーン実施キャンペーン実施キャンペーン実施キャンペーン実施期間】期間】期間】期間】    

7 月14 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.gamepot.co.jp/campaign/140714_fez/http://www.gamepot.co.jp/campaign/140714_fez/http://www.gamepot.co.jp/campaign/140714_fez/http://www.gamepot.co.jp/campaign/140714_fez/

 

 

スピンオフ作品『メルファリアマーチ』のスピンオフ作品『メルファリアマーチ』のスピンオフ作品『メルファリアマーチ』のスピンオフ作品『メルファリアマーチ』の AndroidAndroidAndroidAndroid 版がまもなくリリース！版がまもなくリリース！版がまもなくリリース！版がまもなくリリース！

リリースを記念して『メルファリアマーチ』のユニットがもらえるキャンペーンを実施リリースを記念して『メルファリアマーチ』のユニットがもらえるキャンペーンを実施リリースを記念して『メルファリアマーチ』のユニットがもらえるキャンペーンを実施リリースを記念して『メルファリアマーチ』のユニットがもらえるキャンペーンを実施

    

定期メンテナンス終了後より、『ファンタジーアース ゼロ』のスピンオフ作品である『メ

版リリースに向けた「事前登録キャンペーン」を実施します

キャンペーン期間中に特設ページでメールアドレスを登録すると、Android 版『メルファリアマーチ』リリ

ースの際に、ゴールドユニット「アゼリー」を獲得できる Android 版『メルファリアマーチ』専用の

戦場で大きな戦力となること間違いなしのユニットです。ぜひ本キャンペーンでゴールドユニット「アゼリ

版『メルファリアマーチ』でスタートダッシュを狙いましょう！ 

ゴールドユニット「アゼリー」ゴールドユニット「アゼリー」ゴールドユニット「アゼリー」ゴールドユニット「アゼリー」    

 

クラスクラスクラスクラス    スキルスキルスキルスキル    レアリティレアリティレアリティレアリティ    

ウォリアー アーススタンプ Lv.1 ★★★★★ 

定期メンテナンス終了後 から 終了日後日公開 

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.gamepot.co.jp/campaign/140714_fez/http://www.gamepot.co.jp/campaign/140714_fez/http://www.gamepot.co.jp/campaign/140714_fez/http://www.gamepot.co.jp/campaign/140714_fez/    

版がまもなくリリース！版がまもなくリリース！版がまもなくリリース！版がまもなくリリース！    

リリースを記念して『メルファリアマーチ』のユニットがもらえるキャンペーンを実施リリースを記念して『メルファリアマーチ』のユニットがもらえるキャンペーンを実施リリースを記念して『メルファリアマーチ』のユニットがもらえるキャンペーンを実施リリースを記念して『メルファリアマーチ』のユニットがもらえるキャンペーンを実施    

    
ゼロ』のスピンオフ作品である『メ

に向けた「事前登録キャンペーン」を実施します。 

版『メルファリアマーチ』リリ

版『メルファリアマーチ』専用のシリアルコ

戦場で大きな戦力となること間違いなしのユニットです。ぜひ本キャンペーンでゴールドユニット「アゼリ



『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。
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