
 

 

平成26 年9 月22 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』』』』「キセキ」のコラボが再び「キセキ」のコラボが再び「キセキ」のコラボが再び「キセキ」のコラボが再び！！！！    

まもなく続編が登場する『英雄伝説まもなく続編が登場する『英雄伝説まもなく続編が登場する『英雄伝説まもなく続編が登場する『英雄伝説    閃の軌跡』とのコラボレーション閃の軌跡』とのコラボレーション閃の軌跡』とのコラボレーション閃の軌跡』とのコラボレーションを実施を実施を実施を実施    

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：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、9月22日(月)にアッ

プデートを実施いたします。    

    

『英雄伝説『英雄伝説『英雄伝説『英雄伝説    閃の軌跡』閃の軌跡』閃の軌跡』閃の軌跡』とのとのとのとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーションをををを再び再び再び再び開催開催開催開催    

コラボレーション限定のルーレットやイベントが盛りだくさんコラボレーション限定のルーレットやイベントが盛りだくさんコラボレーション限定のルーレットやイベントが盛りだくさんコラボレーション限定のルーレットやイベントが盛りだくさん！！！！    

    
 

本日9月22日(月)定期メンテナンス終了後から10月14日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、

『閃の軌跡』×『ファンタジーアース ゼロ』コラボレーション Return を実施いたします。 

 

■■■■コラボレーション特別ルーレット「閃の軌跡ルーレット」コラボレーション特別ルーレット「閃の軌跡ルーレット」コラボレーション特別ルーレット「閃の軌跡ルーレット」コラボレーション特別ルーレット「閃の軌跡ルーレット」    

『閃の軌跡』のキャラクターをモチーフとしたコラボレーション装備が獲得できる、期間限定ルーレットが

再登場します。 

トールズ士官学院の特科クラス《Ⅶ組》に所属する「リィン・シュバルツァー」と「アリサ・ラインフォルト」の

制服（冬服）のほか、彼らの指導教官である「サラ・バレスタイン」や軍事教官「ナイトハルト少佐」など、個

性豊かで魅力的なキャラクターたちの武器や防具を獲得することができます。 

 まもなく続編が登場する『閃の軌跡』のコラボレーション限定装備をどうぞお見逃しなく！ 

 

【【【【    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    】】】】    

 2014 年9 月22 日(月)定期メンテナンス終了後から 

 2014 年10 月14 日(火)定期メンテナンス開始前まで 

  



 

 

 

【【【【    「「「「軌跡の軌跡の軌跡の軌跡のルーレット」ルーレット」ルーレット」ルーレット」ラインアップラインアップラインアップラインアップ    】】】】 

共通防具共通防具共通防具共通防具    

男性装備男性装備男性装備男性装備    女性装備女性装備女性装備女性装備    

リィンセットリィンセットリィンセットリィンセット アリサセットアリサセットアリサセットアリサセット 

  

ヴィクターセットヴィクターセットヴィクターセットヴィクターセット    サラセットサラセットサラセットサラセット    

  

ナイトハルトセットナイトハルトセットナイトハルトセットナイトハルトセット    クレア大尉セットクレア大尉セットクレア大尉セットクレア大尉セット    

 
 

オリヴァルトセットオリヴァルトセットオリヴァルトセットオリヴァルトセット    アルフィンセットアルフィンセットアルフィンセットアルフィンセット    

 
 



 

 

    

武器武器武器武器    

両手武器両手武器両手武器両手武器：：：：クロスランサークロスランサークロスランサークロスランサー    片手片手片手片手武器セット：武器セット：武器セット：武器セット：風切セット風切セット風切セット風切セット    

    
    

大剣大剣大剣大剣：：：：ティターニアティターニアティターニアティターニア    短剣短剣短剣短剣：：：：ジェミニスタージェミニスタージェミニスタージェミニスター    

        

弓弓弓弓：：：：ホワイトボルトホワイトボルトホワイトボルトホワイトボルト    銃銃銃銃：：：：ニードラーニードラーニードラーニードラーSG50SG50SG50SG50    

        
杖杖杖杖：：：：イデアルシャフトイデアルシャフトイデアルシャフトイデアルシャフト    魔導具魔導具魔導具魔導具：：：：ポムポムポムポム    

        
  



 

 

刺突剣刺突剣刺突剣刺突剣：：：：ナイトソードナイトソードナイトソードナイトソード    手甲手甲手甲手甲：：：：プラチナフィストプラチナフィストプラチナフィストプラチナフィスト    

  
 

 

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    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    優しげな少年優しげな少年優しげな少年優しげな少年    ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    物静かな少女物静かな少女物静かな少女物静かな少女    

    

エリオット・クレイグ（エリオット・クレイグ（エリオット・クレイグ（エリオット・クレイグ（CVCVCVCV：白石：白石：白石：白石    涼子涼子涼子涼子））））    

    

フィー・クラウゼル（フィー・クラウゼル（フィー・クラウゼル（フィー・クラウゼル（CVCVCVCV：金元：金元：金元：金元    寿子）寿子）寿子）寿子）    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    穏やかな青年穏やかな青年穏やかな青年穏やかな青年    ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    快活な女性教官快活な女性教官快活な女性教官快活な女性教官    

    

ガイウス・ウォーゼル（ガイウス・ウォーゼル（ガイウス・ウォーゼル（ガイウス・ウォーゼル（CVCVCVCV：：：：細谷細谷細谷細谷    佳正佳正佳正佳正））））    

    

サラ・バレスタイン（サラ・バレスタイン（サラ・バレスタイン（サラ・バレスタイン（CVCVCVCV：：：：豊口豊口豊口豊口    めぐみめぐみめぐみめぐみ））））    

 

 

■■■■コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーションアイテム限定販売アイテム限定販売アイテム限定販売アイテム限定販売    

『閃の軌跡』登場キャラクターのウィッグやボイスチケットを、期間限定でオーブ販売いたします。「閃の

軌跡ルーレット」に登場する装備とあわせて、登場キャラクターたちになりきろう！ 

 

【【【【    販売販売販売販売期間期間期間期間    】】】】    

 2014 年9 月22 日(月)定期メンテナンス終了後から 

 2014 年10 月14 日(火)定期メンテナンス開始前まで 

    



 

 

【【【【    販売ラインアップ販売ラインアップ販売ラインアップ販売ラインアップ    】】】】    

アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ    

リィンウィッグリィンウィッグリィンウィッグリィンウィッグ((((銀銀銀銀))))    ((((新規追加アクセサリ新規追加アクセサリ新規追加アクセサリ新規追加アクセサリ))))    

    
リィンリィンリィンリィンウィッグウィッグウィッグウィッグ    ラウラウィッグラウラウィッグラウラウィッグラウラウィッグ    

 
  
 

 
  
 

ガイウスガイウスガイウスガイウスウィッグウィッグウィッグウィッグ    サラウィッグサラウィッグサラウィッグサラウィッグ    

        
ヴァンダイクウィッグヴァンダイクウィッグヴァンダイクウィッグヴァンダイクウィッグ    エリゼウィッグエリゼウィッグエリゼウィッグエリゼウィッグ    

        
  



 

 

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    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    爽やかな青年爽やかな青年爽やかな青年爽やかな青年    ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    強がりな少女強がりな少女強がりな少女強がりな少女    

    

リィンリィンリィンリィン・シュバルツァー・シュバルツァー・シュバルツァー・シュバルツァー（（（（CVCVCVCV：：：：内山内山内山内山    昂輝昂輝昂輝昂輝））））    

    

アリサアリサアリサアリサ・ラインフォルト（・ラインフォルト（・ラインフォルト（・ラインフォルト（CVCVCVCV：：：：堀江堀江堀江堀江    由衣由衣由衣由衣））））    

 

 

■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    

キャンペーン期間中に新規キャラクターを作成すると、リィンのボイスである「爽やかな青年(CV: 内山

昂輝)」と、アリサのボイスである「強がりな少女(CV: 堀江由衣)」に加え、キャラクター育成に役立つ便

利なアイテムをプレゼントいたします。 

『ファンタジーアース ゼロ』を始めるなら今がお得です。この機会をどうぞお見逃しなく！ 

    

【【【【    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    】】】】    

 2014 年9 月22 日(月)定期メンテナンス終了後から 

 2014 年10 月14 日(火)定期メンテナンス開始前まで 

 

 

■オーブチャージキャンペーン■オーブチャージキャンペーン■オーブチャージキャンペーン■オーブチャージキャンペーン    

【【【【    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    期間中はオーブボーナスが期間中はオーブボーナスが期間中はオーブボーナスが期間中はオーブボーナスが 2222 倍！倍！倍！倍！    】】】】    

期間中、3,000 円以上オーブを一括購入した際に付与されるオーブボーナスが 2 倍となる、大変お得な

キャンペーンを実施いたします。決済方法を問わずキャンペーン対象となりますので、オーブ購入をご検

討の方はこのキャンペーンをぜひご活用ください。 

 

プリペイド型電子マネープリペイド型電子マネープリペイド型電子マネープリペイド型電子マネー    などなどなどなど 

購入額購入額購入額購入額 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 

3,000円 291A ＋ 15A 291A ＋ 30A 

5,000円 486A ＋ 30A 486A ＋ 60A 

10,000円 972A ＋ 70A 972A＋ 140A 

 

クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード    などなどなどなど 

購入額購入額購入額購入額 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 

3,086円 300A ＋ 15A 300A ＋ 30A 

5,143円 500A ＋ 30A 500A ＋ 60A 

10,286円 1,000A ＋ 70A 1,000A ＋ 140A 

    

        



 

 

【【【【    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    累計累計累計累計 3,0003,0003,0003,000 円以上オーブ購入で特典プレゼント！円以上オーブ購入で特典プレゼント！円以上オーブ購入で特典プレゼント！円以上オーブ購入で特典プレゼント！    】】】】    

期間中、累計で 3,000 円以上のオーブを購入すると、お得な特典がついてきます！オーブを購入したア

カウント内に存在するすべてのキャラクターで特典を獲得することができます。 

  
 

【キャンペーン③【キャンペーン③【キャンペーン③【キャンペーン③    はじめてのオーブ購入でさらに特典プレゼント！】はじめてのオーブ購入でさらに特典プレゼント！】はじめてのオーブ購入でさらに特典プレゼント！】はじめてのオーブ購入でさらに特典プレゼント！】    

キャンペーン開始以前にオーブを購入したことがないアカウントで、期間中にオーブを累計 3,000 円以

上購入すると、アカウント内の 1 キャラクターでお得な特典アイテムを獲得することができます。キャンペ

ーン②とあわせて特典を獲得することができるので、この機会にぜひオーブの利用をご検討ください。 

 

    

    

■■■■コラボレーションイベント「メルファリア特別実習」コラボレーションイベント「メルファリア特別実習」コラボレーションイベント「メルファリア特別実習」コラボレーションイベント「メルファリア特別実習」    

    
 イベント期間中は毎日4 つの課題が発生し、達成するとコラボレーション限定の消耗品が獲得できるほ

か、毎日3 つ以上の課題を達成すると、実習完了の追加報酬が獲得できます。 

イベントでは特科クラス《Ⅶ組》の委員長「エマ・ミルスティン」があなたをサポート！課題をこなして、お

得な報酬アイテムをゲットしよう！ 

    

【【【【    イベントイベントイベントイベント実施実施実施実施期間期間期間期間    】】】】    

 2014 年9 月22 日(月)定期メンテナンス終了後から 

 2014 年10 月6 日(月)定期メンテナンス開始前まで 

    



 

 

    

■コラボレーションイベント「獅子心四大章」■コラボレーションイベント「獅子心四大章」■コラボレーションイベント「獅子心四大章」■コラボレーションイベント「獅子心四大章」    

    
 コラボレーション期間中の参戦数や、コラボレーションイベントへの参加状況に応じて、コラボレーション

限定称号を獲得することができます。期間中にたくさんプレイして、今しか手に入らない限定称号を入手し

よう。 

    

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

 2014 年9 月22 日(月)定期メンテナンス終了後から 

 2014 年10 月14 日(火)定期メンテナンス開始前まで 

 

【【【【    称号配布日称号配布日称号配布日称号配布日    】】】】    

 2014 年10 月20 日(月)定期メンテナンス時 

    

    

■ゲーム内■ゲーム内■ゲーム内■ゲーム内 BGMBGMBGMBGM 変更変更変更変更    

コラボレーション期間限定で、戦場やカジノのBGMを『閃の軌跡』の楽曲へ変更することができます。い

ずれも名曲ばかりですので、この機会にぜひ『閃の軌跡』の楽曲を聞きながら戦場を駆け巡ろう！ 

    

使用場所使用場所使用場所使用場所    楽曲名楽曲名楽曲名楽曲名    

戦争準備 The Decisive Collision （英雄伝説 閃の軌跡） 

通常戦争 夜の礎たるために （英雄伝説 閃の軌跡） 

通常戦争 優勢 Atrocious Raid （英雄伝説 閃の軌跡） 

通常戦争 ラストゲージ Exceed! （英雄伝説 閃の軌跡） 

任務戦争 走れマッハ号!  （英雄伝説 閃の軌跡） 

任務戦争 優勢 明日を掴むために （英雄伝説 閃の軌跡） 

任務戦争 ラストゲージ Eliminate Crisis!  （英雄伝説 閃の軌跡） 

勝利 紅き翼 –新たなる風- （英雄伝説 閃の軌跡） 

敗北 偽りの時間 （英雄伝説 閃の軌跡） 

カジノ 皇城にて （英雄伝説 閃の軌跡） 

 

【【【【    BGMBGMBGMBGM 変更可能変更可能変更可能変更可能期間期間期間期間    】】】】    

 2014 年9 月22 日(月)定期メンテナンス終了後から 

 2014 年10 月14 日(火)定期メンテナンス開始前まで 

    



 

 

コラボレーションの詳細は以下の特設サイトをご覧ください。コラボレーションの詳細は以下の特設サイトをご覧ください。コラボレーションの詳細は以下の特設サイトをご覧ください。コラボレーションの詳細は以下の特設サイトをご覧ください。    

http://www.fezero.jphttp://www.fezero.jphttp://www.fezero.jphttp://www.fezero.jp/collaboration/sen_no_kiseki2//collaboration/sen_no_kiseki2//collaboration/sen_no_kiseki2//collaboration/sen_no_kiseki2/    

 

～作品紹介～ 

英雄伝説『閃の軌跡』英雄伝説『閃の軌跡』英雄伝説『閃の軌跡』英雄伝説『閃の軌跡』    

    

緊張高まるエレボニア帝国を舞台に、士官学院《Ⅶ組》の物語が始まる。 

 《貴族派》と《改革派》が対立を深めるなか、名門校《トールズ士官学院》に新設された 

《特科クラスⅦ組》。 

その一員 に選ばれた新入生リィンと《Ⅶ組》の前には、 

波乱に満ちた学院生活が待ち構えていた――！ 

 

 

英雄伝説『閃の軌跡』公式サイト英雄伝説『閃の軌跡』公式サイト英雄伝説『閃の軌跡』公式サイト英雄伝説『閃の軌跡』公式サイト    

http://www.falcom.co.jp/sen/http://www.falcom.co.jp/sen/http://www.falcom.co.jp/sen/http://www.falcom.co.jp/sen/    

 

 (c)Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. 

  



 

 

「「「「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」の景品ラインアップを」の景品ラインアップを」の景品ラインアップを」の景品ラインアップを更新更新更新更新    

全クラスの武器防具、ボイスチケット、ウィッグが新たに登場全クラスの武器防具、ボイスチケット、ウィッグが新たに登場全クラスの武器防具、ボイスチケット、ウィッグが新たに登場全クラスの武器防具、ボイスチケット、ウィッグが新たに登場    

 

 

本日9 月22 日(月) のアップデートにて、「ヴィラーノルーレット」を更新いたします。  

 

今回よりレアアイテムのラインアップが全種一括での更新となり、ファンタジー感漂う防具シリーズと、メ

カニカルな武器シリーズが登場します。ウィッグ 2 種のカラーは、従来の男女それぞれのカラーが逆転し、

男性用ウィッグが桃色、女性用ウィッグが青色となります。 

また、ともに今回で 2 回目の登場となる小西 克幸さんと竹達 彩奈さんのボイスチケットも獲得できるチ

ャンスとなっておりますので、どうぞこの機会をお見逃しなく！ 

 

■■■■「ヴィラーノルーレット」「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」    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    

キュクロプスキュクロプスキュクロプスキュクロプスセットセットセットセット    キュクロピナキュクロピナキュクロピナキュクロピナ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    

スプリガンスプリガンスプリガンスプリガンセットセットセットセット    スプライトスプライトスプライトスプライト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    

ファーシーファーシーファーシーファーシーセットセットセットセット    バンシーバンシーバンシーバンシーセットセットセットセット    

  

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    

オリクスオリクスオリクスオリクスセットセットセットセット    レームレームレームレームセットセットセットセット    

 
 

セスタスセスタスセスタスセスタス防具防具防具防具    

ケルベラケルベラケルベラケルベラセットセットセットセット    クーシークーシークーシークーシーセットセットセットセット    

  



 

 

共通共通共通共通防具防具防具防具    

アルミラーアルミラーアルミラーアルミラーセットセットセットセット    サキムニーサキムニーサキムニーサキムニー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：機工刀剣機工刀剣機工刀剣機工刀剣    盾：盾：盾：盾：機工重盾機工重盾機工重盾機工重盾    

 
 

両手武器：両手武器：両手武器：両手武器：機工鈍鎚機工鈍鎚機工鈍鎚機工鈍鎚    大剣：大剣：大剣：大剣：機工動鋸機工動鋸機工動鋸機工動鋸    

 

 

短剣：短剣：短剣：短剣：機工双剣機工双剣機工双剣機工双剣    弓：弓：弓：弓：機工尖弓機工尖弓機工尖弓機工尖弓    

  



 

 

銃：銃：銃：銃：機工槍砲機工槍砲機工槍砲機工槍砲    杖：杖：杖：杖：機工錫杖機工錫杖機工錫杖機工錫杖    

 
 

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：機工人形機工人形機工人形機工人形    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：機工鋭刃機工鋭刃機工鋭刃機工鋭刃    

  

手甲：手甲：手甲：手甲：機工剛拳機工剛拳機工剛拳機工剛拳    
    

 

 

 

【【【【    アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ    】】】】    

男性男性男性男性    

ミディアムウルフミディアムウルフミディアムウルフミディアムウルフ((((桃桃桃桃))))    

女性女性女性女性    

グレイスポニーテールグレイスポニーテールグレイスポニーテールグレイスポニーテール((((水色水色水色水色))))    

 

 

    



 

 

【【【【    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    クールな男クールな男クールな男クールな男ⅢⅢⅢⅢ    

声優：声優：声優：声優：小西小西小西小西    克幸克幸克幸克幸    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    真面目な少女Ⅰ真面目な少女Ⅰ真面目な少女Ⅰ真面目な少女Ⅰ    

声優：声優：声優：声優：竹達竹達竹達竹達    彩奈彩奈彩奈彩奈    

    

    

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/    

    

        



 

 

『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！ 
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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/ 

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/ 

    


