
 

 

平成26 年8 月25 日 

各位 

会 社 名GMO ゲームポット株式会社 

（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』』』』「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」」」」更新！更新！更新！更新！    

さらにさらにさらにさらに『メルファリアマーチ』とのコラボレーションキャンペーンやセール販売も『メルファリアマーチ』とのコラボレーションキャンペーンやセール販売も『メルファリアマーチ』とのコラボレーションキャンペーンやセール販売も『メルファリアマーチ』とのコラボレーションキャンペーンやセール販売もスタートスタートスタートスタート    

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：服

部 直人、以下 GMO 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

『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、8月25日(月)にアッ

プデートを実施いたします。    

    

「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」」」」Vol.3Vol.3Vol.3Vol.3 とととと Vol.4Vol.4Vol.4Vol.4 が登場が登場が登場が登場    

懐かしのあの装備を手に入れて、戦場を駆け巡ろう！懐かしのあの装備を手に入れて、戦場を駆け巡ろう！懐かしのあの装備を手に入れて、戦場を駆け巡ろう！懐かしのあの装備を手に入れて、戦場を駆け巡ろう！    

    
 

本日8 月25 日(月)のアップデートにて、ヴィラーノルーレット Classic を更新いたします。 

 

今回の更新では、夏らしい明るい色調のデザインが目を引く防具や、涼しげな青い刀身が印象的な武

器が Vol.3 として登場し、Vol.4 ではオーブ防具のリファインカラー版と、女神の彫像を象った武器などが登

場いたします。 

 

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！ 

 

        



 

 

■「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    Vol.3Vol.3Vol.3Vol.3」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    】】】】    

男性男性男性男性    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    

エリオフィラエリオフィラエリオフィラエリオフィラセットセットセットセット    アルメリアアルメリアアルメリアアルメリアセットセットセットセット    

  

スカウト防具スカウト防具スカウト防具スカウト防具    

エキノプシスエキノプシスエキノプシスエキノプシスセットセットセットセット    マルクシアナマルクシアナマルクシアナマルクシアナ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    

タラクサカムタラクサカムタラクサカムタラクサカムセットセットセットセット    アルニカアルニカアルニカアルニカセットセットセットセット    

  

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    

アルギレアルギレアルギレアルギレセットセットセットセット    エストリッドエストリッドエストリッドエストリッド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    

アミュコスアミュコスアミュコスアミュコスセットセットセットセット    ヴァーリンヴァーリンヴァーリンヴァーリ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    

アマツアマツアマツアマツセットセットセットセット    ウカノウカノウカノウカノセットセットセットセット    

  

 

【【【【    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    

片手剣：片手剣：片手剣：片手剣：ランバールランバールランバールランバール    盾：盾：盾：盾：ベランジェベランジェベランジェベランジェ    

  

両手両手両手両手斧斧斧斧：：：：ロサ・ギガンティアロサ・ギガンティアロサ・ギガンティアロサ・ギガンティア    大剣：大剣：大剣：大剣：ラ・フォレットラ・フォレットラ・フォレットラ・フォレット    

  

  



 

 

短剣：短剣：短剣：短剣：イントリーグイントリーグイントリーグイントリーグ    弓：弓：弓：弓：カリエンタカリエンタカリエンタカリエンタ    

  

銃：銃：銃：銃：デンティ・ベスデンティ・ベスデンティ・ベスデンティ・ベス    杖：杖：杖：杖：タンジェリーナタンジェリーナタンジェリーナタンジェリーナ    

  

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：マジョリーフェアマジョリーフェアマジョリーフェアマジョリーフェア    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：ニュードーンニュードーンニュードーンニュードーン    

  

手甲：手甲：手甲：手甲：テラコッタテラコッタテラコッタテラコッタ    
    

 

 

    

【【【【    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    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    狂った傭兵Ⅰ狂った傭兵Ⅰ狂った傭兵Ⅰ狂った傭兵Ⅰ    

声優：声優：声優：声優：藤原藤原藤原藤原    啓治啓治啓治啓治    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    お淑やかな少女Ⅰお淑やかな少女Ⅰお淑やかな少女Ⅰお淑やかな少女Ⅰ    

声優：声優：声優：声優：名塚名塚名塚名塚    佳織佳織佳織佳織    

    

    

        



 

 

■「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    Vol.Vol.Vol.Vol.4444」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    】】】】    

男性男性男性男性    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    

アイシクルアイシクルアイシクルアイシクルセットセットセットセット    アンタクティアンタクティアンタクティアンタクティセットセットセットセット    

 
 

スカウト防具スカウト防具スカウト防具スカウト防具    

デッドマンズデッドマンズデッドマンズデッドマンズセットセットセットセット    ストラクチャーストラクチャーストラクチャーストラクチャー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    

ヒュプノスヒュプノスヒュプノスヒュプノスセットセットセットセット    クロムグリーンクロムグリーンクロムグリーンクロムグリーンセットセットセットセット    

  

 

  



 

 

 

【【【【    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    

片手剣：片手剣：片手剣：片手剣：クルーソラスクルーソラスクルーソラスクルーソラス    盾：盾：盾：盾：ブリガンディアブリガンディアブリガンディアブリガンディア    

 
 

両手両手両手両手斧斧斧斧：：：：ディアンケトディアンケトディアンケトディアンケト    大剣大剣大剣大剣：：：：ルグナサドルグナサドルグナサドルグナサド    

  

短剣短剣短剣短剣：：：：ネヴァンネヴァンネヴァンネヴァン    弓：ルー弓：ルー弓：ルー弓：ルー        

  
銃：トレヴィーゾ銃：トレヴィーゾ銃：トレヴィーゾ銃：トレヴィーゾ    杖：モールフィース杖：モールフィース杖：モールフィース杖：モールフィース    

 
 

  



 

 

刺突剣：カレドヴールフ刺突剣：カレドヴールフ刺突剣：カレドヴールフ刺突剣：カレドヴールフ    手甲：スザク手甲：スザク手甲：スザク手甲：スザク    

  
    

【【【【    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    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    活発な少年活発な少年活発な少年活発な少年    

声優：声優：声優：声優：三瓶三瓶三瓶三瓶    由布子由布子由布子由布子    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    内気な少女Ⅰ内気な少女Ⅰ内気な少女Ⅰ内気な少女Ⅰ    

声優：声優：声優：声優：花澤花澤花澤花澤    香菜香菜香菜香菜    

    

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_classic/http://www.fezero.jp/roulette_classic/http://www.fezero.jp/roulette_classic/http://www.fezero.jp/roulette_classic/    

 

        



 

 

今なら毎日参戦でコインがざっくり貰える！今なら毎日参戦でコインがざっくり貰える！今なら毎日参戦でコインがざっくり貰える！今なら毎日参戦でコインがざっくり貰える！    

イベント「毎日参戦！おたからちゃん」開催！イベント「毎日参戦！おたからちゃん」開催！イベント「毎日参戦！おたからちゃん」開催！イベント「毎日参戦！おたからちゃん」開催！    

    
    

本日8月25日(月) 定期メンテナンス終了後より、イベント「毎日参戦！おたからちゃん」を開始いたしま

す。 

 

イベント期間中は、1日1戦以上対象戦争へ参戦すると「シルバーコイン」を獲得することができます。ま

た、一定日数参戦すると、追加報酬として「ゴールドコイン」や新規アクセサリ「ホワイトサングラス」「ブライ

トサングラス」を入手することができます。 

 

この機会に戦争へ参加して、報酬をゲットしよう！ 

 

ホワイトサングラスホワイトサングラスホワイトサングラスホワイトサングラス    

((((男性男性男性男性用アクセサリ用アクセサリ用アクセサリ用アクセサリ))))    

ブライトサングラスブライトサングラスブライトサングラスブライトサングラス    

((((女性女性女性女性用アクセサリ用アクセサリ用アクセサリ用アクセサリ))))    

        

 

【【【【    実施期間実施期間実施期間実施期間    】】】】    

 8 月25 日(月)定期メンテナンス終了後 から 

 9 月1 日(月)定期メンテナンス開始前 まで 

 

【【【【    報酬受取期間報酬受取期間報酬受取期間報酬受取期間    】】】】    

 8 月25 日(月)定期メンテナンス終了後 から 

 9 月8 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ののの特設ページ特設ページ特設ページ特設ページをご覧ください。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/event/20140825/http://www.fezero.jp/event/20140825/http://www.fezero.jp/event/20140825/http://www.fezero.jp/event/20140825/    

    



 

 

『メルファリアマーチ』とのコラボレーションキャンペーンを開催！『メルファリアマーチ』とのコラボレーションキャンペーンを開催！『メルファリアマーチ』とのコラボレーションキャンペーンを開催！『メルファリアマーチ』とのコラボレーションキャンペーンを開催！    

さらに『メルファリアマーチ』に登場するユニットのオーブ防具をセール販売！さらに『メルファリアマーチ』に登場するユニットのオーブ防具をセール販売！さらに『メルファリアマーチ』に登場するユニットのオーブ防具をセール販売！さらに『メルファリアマーチ』に登場するユニットのオーブ防具をセール販売！    

    
    

本日8 月25 日(月)定期メンテナンス終了後より、スピンオフ作品の『メルファリアマーチ』とのコラボレー

ション「ダブルプレイキャンペーン」を開始いたします。 

 

キャンペーン期間中、『ファンタジーアース ゼロ』をプレイして条件を満たすと、『メルファリアマーチ』の

シリアルコードを、『メルファリアマーチ』をプレイして条件を満たすと『ファンタジーアース ゼロ』のシリア

ルコードを獲得することができます。『ファンタジーアース ゼロ』と『メルファリアマーチ』をダブルでプレイ

して、メルファリアの世界をちょっとお得に満喫しよう！ 

 

さらに、「ダブルプレイキャンペーン」の実施を記念して、『メルファリアマーチ』にユニットとして登場する

オーブ防具のセール販売も実施いたします。各ユニットになりきるためのコーディネイト情報も公開いたし

ますので、防具を購入したら好きなユニットになりきろう！ 

 

■■■■『メルファリア『メルファリア『メルファリア『メルファリアマーチ』特典シリアルコードマーチ』特典シリアルコードマーチ』特典シリアルコードマーチ』特典シリアルコード    

ゴールドユニット「シャンテ」ゴールドユニット「シャンテ」ゴールドユニット「シャンテ」ゴールドユニット「シャンテ」    

 

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 ベヒモステイル Lv.1 ★★★★★ 



 

 

 

【【【【    獲得条件獲得条件獲得条件獲得条件・方法・方法・方法・方法    】】】】    

レベル16以上のキャラクターが存在する『ファンタジーアース ゼロ』アカウントにて、キャンペーン特設ペ

ージへログインすると、シリアルコードを獲得することができます。獲得したシリアルコードは、『メルファリ

アマーチ』アプリ内「シリアルコード入力」よりご利用ください。 

 

 

■『■『■『■『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    ゼロゼロゼロゼロ』特典シリアルコード』特典シリアルコード』特典シリアルコード』特典シリアルコード    

セットアイテム「メルファリアギフト」セットアイテム「メルファリアギフト」セットアイテム「メルファリアギフト」セットアイテム「メルファリアギフト」    

    

同梱内容同梱内容同梱内容同梱内容    

 

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    
カジノで特殊なゲームをするのに必

要となる角型コイン。 

 

精練の密書×精練の密書×精練の密書×精練の密書×3333    
使用してから 1 時間、取得経験値が

400％アップする秘密の書物。 

 

【【【【    獲得条件獲得条件獲得条件獲得条件・方法・方法・方法・方法    】】】】    

「チュートリアル」をクリアした『メルファリアマーチ』ゲームアカウントにて、アプリ内「ゲームシリアル発行」

から本シリアルコードを獲得できます。獲得したシリアルコードは、『ファンタジーアース ゼロ』公式サイト

の「マイページ」にある「シリアル入力」からご利用いただけます。 

 

 

■■■■オーブ防具オーブ防具オーブ防具オーブ防具    セール販売セール販売セール販売セール販売    

ウォリアーウォリアーウォリアーウォリアー防具防具防具防具    

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    性別性別性別性別    装備レベル装備レベル装備レベル装備レベル    通常価格通常価格通常価格通常価格    セール価格セール価格セール価格セール価格    

シュバリエセット 男 20 198A 158A158A158A158A    

パーシヴァルセット 男 25 238A 190A190A190A190A    

サキュバスセット 女 10 139A 110A110A110A110A    

ウェスタセット 女 25 238A 190A190A190A190A    

インペリアルセット 女 30 238A 190A190A190A190A    

スカウトスカウトスカウトスカウト防具防具防具防具 

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    性別性別性別性別    装備レベル装備レベル装備レベル装備レベル    通常価格通常価格通常価格通常価格    セール価格セール価格セール価格セール価格    

パイレーツセット 男 25 238A 190A190A190A190A    

ストライダーセット 男 25 238A 190A190A190A190A    

リテルセット 男 25 238A 190A190A190A190A    

エンジニアセット 男 25 238A 190A190A190A190A    

クレアボセット 男 30 238A 190A190A190A190A    



 

 

ジュリテセット 女 25 238A 190A190A190A190A    

クレアセット 女 30 238A 190A190A190A190A    

フォビドゥンセット 女 35 238A 190A190A190A190A    

ソーサラーソーサラーソーサラーソーサラー防具防具防具防具 

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    性別性別性別性別    装備レベル装備レベル装備レベル装備レベル    通常価格通常価格通常価格通常価格    セール価格セール価格セール価格セール価格    

リベルシュセット 男 25 238A 190A190A190A190A    

ダルクセット 男 30 238A 190A190A190A190A    

ファントマセット 男 35 238A 190A190A190A190A    

ビノシュセット 女 25 238A 190A190A190A190A    

シュバルツセット 女 25 238A 190A190A190A190A    

ファントムセット 女 35 238A 190A190A190A190A    

フェンサーフェンサーフェンサーフェンサー防具防具防具防具    

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    性別性別性別性別    装備レベル装備レベル装備レベル装備レベル    通常価格通常価格通常価格通常価格    セール価格セール価格セール価格セール価格    

バテシアセット 男 15 198A 158A158A158A158A    

イオネセット 男 25 238A 190A190A190A190A    

クロウセット 男 25 238A 190A190A190A190A    

ソードフィッシュセット 男 25 238A 190A190A190A190A    

パナセアセット 女 15 198A 158A158A158A158A    

レギナセット 女 25 238A 190A190A190A190A    

シュメッタセット 女 25 238A 190A190A190A190A    

セスタスセスタスセスタスセスタス防具防具防具防具    

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    性別性別性別性別    装備レベル装備レベル装備レベル装備レベル    通常価格通常価格通常価格通常価格    セール価格セール価格セール価格セール価格    

パルドゥスセット 男 25 238A 190A190A190A190A    

パンテラセット 女 25 238A 190A190A190A190A    

コマイヌテイルセット 女 25 238A 190A190A190A190A    

共通防具共通防具共通防具共通防具    

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    性別性別性別性別    装備レベル装備レベル装備レベル装備レベル    通常価格通常価格通常価格通常価格    セール価格セール価格セール価格セール価格    

カントリーセット 女 15 238A 190A190A190A190A    

    

【【【【    購入方法購入方法購入方法購入方法    】】】】    

各国首都に設置されている専用 NPC「<特別ショップ> イオネ」または、各国首都およびヴィネル島の高級

防具屋で購入することができます。 

 

※NPC「<特別ショップ> イオネ」は、セール対象の防具のみ販売しております。セール対象外のオーブ防

具をご購入の際は、各クラスの高級防具屋をご利用ください。 

    

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記の特設ペの特設ペの特設ペの特設ページをージをージを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/campaign/201408http://www.fezero.jp/campaign/201408http://www.fezero.jp/campaign/201408http://www.fezero.jp/campaign/20140825252525////    

    

    

        



 

 

『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

ことができる、オンラインアクション RPG です。 

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

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、仲間と共に戦い成

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.   



 

 

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/ ） 

 

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 http://www.fezero.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

Wizardry Online http://www.wizardry-online.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.jp/ 

Shadow of Eclipse http://shadowofeclipse.jp/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ 

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

コアマスターズ http://www.coremasters.jp/ 

MIRROR WAR http://www.mirrorwar.jp/pre/ 

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) http://shadowofeclipse.jp/ 

わグルま★ http://star.waguruma.jp/ 

    


