
 

 

平成26 年10 月20 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！！！！    

新たな召喚獣が登場するイベントのほか、アクセサリデザインを募集するコンテストも開始新たな召喚獣が登場するイベントのほか、アクセサリデザインを募集するコンテストも開始新たな召喚獣が登場するイベントのほか、アクセサリデザインを募集するコンテストも開始新たな召喚獣が登場するイベントのほか、アクセサリデザインを募集するコンテストも開始    

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、10月20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」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    

ハロウィン間近のこの季節にぴったりハロウィン間近のこの季節にぴったりハロウィン間近のこの季節にぴったりハロウィン間近のこの季節にぴったりなななな武器武器武器武器・・・・防具が登場防具が登場防具が登場防具が登場    

 

 

本日10 月20 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。  

 

もうまもなくやってくるハロウィンの季節に合わせて、包帯男や悪魔をモチーフにした防具のシリーズと、

カボチャ頭が可愛い魔導具を含む武器シリーズが登場します。そのほかにもハロウィンの雰囲気にぴっ

たりな懐かしの武器防具がラインアップされています。 

「ヴィラーノルーレット Classic」でゲットした装備で仮装して、ハロウィン気分を楽しもう！ 

 

        



 

 

■■■■「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.5Vol.5Vol.5Vol.5    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    

イムセティイムセティイムセティイムセティセットセットセットセット    カンビオンカンビオンカンビオンカンビオン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    

ヴィルコドラクヴィルコドラクヴィルコドラクヴィルコドラクセットセットセットセット    ヴィルカタヴィルカタヴィルカタヴィルカタ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    

パックスパックスパックスパックスセットセットセットセット    フォレッティフォレッティフォレッティフォレッティ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    

シャルトリューシャルトリューシャルトリューシャルトリューセットセットセットセット    ソマリソマリソマリソマリ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    

アルグールアルグールアルグールアルグールセットセットセットセット    アルハヤールアルハヤールアルハヤールアルハヤール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    

ティルエスティルエスティルエスティルエスセットセットセットセット    エインセルエインセルエインセルエインセル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：ミッドナイトリッパーミッドナイトリッパーミッドナイトリッパーミッドナイトリッパー    盾：盾：盾：盾：ミッドナイトウィングミッドナイトウィングミッドナイトウィングミッドナイトウィング    

  

両手両手両手両手斧斧斧斧：：：：キラーバットサイスキラーバットサイスキラーバットサイスキラーバットサイス    大剣：大剣：大剣：大剣：ギガンテスシザーギガンテスシザーギガンテスシザーギガンテスシザー    

 
 

短剣：短剣：短剣：短剣：バッド・バットバッド・バットバッド・バットバッド・バット    弓：弓：弓：弓：ダークナイトハンターダークナイトハンターダークナイトハンターダークナイトハンター    

  

銃：銃：銃：銃：リノーフォロリノーフォロリノーフォロリノーフォロ    杖：杖：杖：杖：アンチノミーアンチノミーアンチノミーアンチノミー    

 
 

  



 

 

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：ジャック・オ・マドグジャック・オ・マドグジャック・オ・マドグジャック・オ・マドグ    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：ヴァンピールヴァンピールヴァンピールヴァンピール    

  

手甲：手甲：手甲：手甲：アイアン・モンスターアイアン・モンスターアイアン・モンスターアイアン・モンスター    
    

 

 

    

【【【【    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    乱暴な乱暴な乱暴な乱暴な男男男男ⅠⅠⅠⅠ    

声優：声優：声優：声優：小野小野小野小野    大輔大輔大輔大輔    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    強気な女性強気な女性強気な女性強気な女性ⅠⅠⅠⅠ    

声優：声優：声優：声優：小清水小清水小清水小清水    亜美亜美亜美亜美    

    

    

■■■■「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.6666    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    

バトルバトルバトルバトルセットセットセットセット    ジェネラルジェネラルジェネラルジェネラル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    

ブロッケンブロッケンブロッケンブロッケンセットセットセットセット    ストライカーストライカーストライカーストライカ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    

ブラッドブラッドブラッドブラッドセットセットセットセット    プラムプラムプラムプラム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    

パフォーマーパフォーマーパフォーマーパフォーマーセットセットセットセット    ミーアミーアミーアミーア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：オーヴァールオーヴァールオーヴァールオーヴァール    盾：盾：盾：盾：メデューサメデューサメデューサメデューサ    

  

両手両手両手両手槌槌槌槌：：：：バロールバロールバロールバロール    大剣：大剣：大剣：大剣：ディスコルディアディスコルディアディスコルディアディスコルディア    

 
 

短剣：短剣：短剣：短剣：ウィシュトウィシュトウィシュトウィシュト    弓：弓：弓：弓：アジナーアジナーアジナーアジナー    

 
 

杖：杖：杖：杖：カトブレパスカトブレパスカトブレパスカトブレパス    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：ペラギアヒルトペラギアヒルトペラギアヒルトペラギアヒルト    

  

    

        



 

 

【【【【    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    クールなクールなクールなクールな少年Ⅰ少年Ⅰ少年Ⅰ少年Ⅰ    

声優：声優：声優：声優：櫻井櫻井櫻井櫻井    孝宏孝宏孝宏孝宏    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    弱気弱気弱気弱気な少女な少女な少女な少女ⅡⅡⅡⅡ    

声優：声優：声優：声優：豊崎豊崎豊崎豊崎    愛生愛生愛生愛生    

    

    

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/    

    

    

    

        



 

 

イベント「召喚大戦争イベント「召喚大戦争イベント「召喚大戦争イベント「召喚大戦争    ～～～～Darkness Darkness Darkness Darkness DragonDragonDragonDragon’’’’s Disasters Disasters Disasters Disaster～」開始～」開始～」開始～」開始    

新たな召喚獣「スカルドラゴン」登場のほか、期間限定の召喚獣スキル追加も実施！新たな召喚獣「スカルドラゴン」登場のほか、期間限定の召喚獣スキル追加も実施！新たな召喚獣「スカルドラゴン」登場のほか、期間限定の召喚獣スキル追加も実施！新たな召喚獣「スカルドラゴン」登場のほか、期間限定の召喚獣スキル追加も実施！    

 

 

本日10 月20 日(月) より、イベント「召喚大戦争 ～Darkness Dragon’s Disaster～」を開始いたします。  

 

今回のイベントでは一部の召喚獣でクリスタルコスト軽減や、イベント限定スキルが追加されるほか、

新たな召喚獣「スカルドラゴン」が通常戦争に登場します。さらに、イベント期間中は通常戦争終了時およ

びモンスター討伐時の獲得経験値が 2 倍となります。 

 

また、対象戦争に参戦すると2ポイント、勝利でさらに1ポイント、イベントポイントを獲得することができ

ます。イベントポイントの累積数に応じてお得なアイテムも入手できますので、この機会にたくさん参戦し

よう！ 

 

■新召喚獣「スカルドラゴン」■新召喚獣「スカルドラゴン」■新召喚獣「スカルドラゴン」■新召喚獣「スカルドラゴン」    

    

必要クリスタル数必要クリスタル数必要クリスタル数必要クリスタル数    必要アイテム必要アイテム必要アイテム必要アイテム    

20 個 ドラゴンソウル 

召喚建築物召喚建築物召喚建築物召喚建築物    同時召喚数同時召喚数同時召喚数同時召喚数    

ゲートオブハデス 3 体 

スキルスキルスキルスキル    

    
カースドブレスカースドブレスカースドブレスカースドブレス    被弾した敵プレイヤーに、複数の状態異常を発生させる。 



 

 

    
ドラゴンテイル零式ドラゴンテイル零式ドラゴンテイル零式ドラゴンテイル零式    尾を叩き付け、周囲の敵プレイヤーに攻撃を与える。 

    

 

■イベント報酬■イベント報酬■イベント報酬■イベント報酬    

必要ポイント数必要ポイント数必要ポイント数必要ポイント数    報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム    

3333    特製エンチャントセット R×1 

5555    ハイリジェネレート×99 

8888    追憶の壺 または 匠の砥石 

12121212    流転の羽 または エクスバンク特約書 

15151515    

 
男女共通頭防具「スカルドラゴンヘッド蒼」 

20202020    ゴールドコイン×1 

    

    

■実施期間■実施期間■実施期間■実施期間    

【【【【    イベント期間イベント期間イベント期間イベント期間    】】】】    

10 月20 日(月)定期メンテナンス終了後 から 10 月27 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    】】】】    

10 月20 日(月)定期メンテナンス終了後 から 11 月4 日(火)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イベントのイベントのイベントのイベント特設特設特設特設サイトサイトサイトサイトをご覧ください。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/2014http://www.fezero.jp/event/2014http://www.fezero.jp/event/2014http://www.fezero.jp/event/20141020102010201020////    

    

        



 

 

「デザインコンテスト「デザインコンテスト「デザインコンテスト「デザインコンテスト’’’’14141414」作品の募集を」作品の募集を」作品の募集を」作品の募集をスタートスタートスタートスタート    

あなたの考える素敵なアクセサリデザインをあなたの考える素敵なアクセサリデザインをあなたの考える素敵なアクセサリデザインをあなたの考える素敵なアクセサリデザインを応募応募応募応募しよう！しよう！しよう！しよう！    

 

 

本日10 月20 日(月) から 11 月26 日（水）までの期間中、「デザインコンテスト’14」を開始いたします。  

 

3 年ぶりの実施となる今回の「デザインコンテスト’14」では、これまでのコンテストにて募集を行った武

器や防具ではなく、新たにアクセサリのデザインを募集します。 

かっこいいものやかわいいもの、さらにはインパクト重視のものまで幅広く募集しています。 

皆様からの素敵なアクセサリデザインのご応募をお待ちしています！ 

 

■募集デザイン■募集デザイン■募集デザイン■募集デザイン    

以下のいずれかの部位に装着するアクセサリのデザインを募集いたします。 

 

(1) (1) (1) (1) 髪型髪型髪型髪型    (2) (2) (2) (2) 頭上頭上頭上頭上    (3) (3) (3) (3) 顔面顔面顔面顔面    (4) (4) (4) (4) 背面背面背面背面    

    

 

 

■投稿方法■投稿方法■投稿方法■投稿方法    

特設サイト内の専用フォームより、以下のガイドラインにそったデザインイラストをご投稿ください。 

 

画像形式画像形式画像形式画像形式    JPG または PNG（ファイルサイズ 1MB 以内） 

使用ソフト使用ソフト使用ソフト使用ソフト    指定なし 

サイズサイズサイズサイズ    横800px × 縦600px を基本とします 

カラーカラーカラーカラー    彩色されたものに限ります（モノクロデザインも可） 

投稿可能数投稿可能数投稿可能数投稿可能数    1 人何回でも応募可能 

 

 

        



 

 

■賞および賞品■賞および賞品■賞および賞品■賞および賞品    

上位入賞作品は順次ゲーム内へ実装いたします。 

 

最優秀デザイン賞（最優秀デザイン賞（最優秀デザイン賞（最優秀デザイン賞（1111 名）名）名）名）    1,000 オーブ、お好きな防具セット 1 点、デザインしたアクセサリ 

ゲームポット特別賞（ゲームポット特別賞（ゲームポット特別賞（ゲームポット特別賞（1111 名）名）名）名）    1,000 オーブ、お好きな武器1 点、デザインしたアクセサリ 

優秀賞（優秀賞（優秀賞（優秀賞（8888 名）名）名）名）    500 オーブ、お好きな防具セット 1 点、デザインしたアクセサリ 

GMGMGMGM 賞（賞（賞（賞（10101010 名）名）名）名）    300 オーブ、お好きな武器1 点 

    

    

■実施期間■実施期間■実施期間■実施期間    

【【【【    作品投稿期間作品投稿期間作品投稿期間作品投稿期間    】】】】    

10 月20 日(月)定期メンテナンス終了後 から 11 月26 日(水)18:00 まで 

【【【【    結果発表結果発表結果発表結果発表    】】】】    

2014 年12 月中 

    

    

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記のコンテストのコンテストのコンテストのコンテスト特設特設特設特設サイトサイトサイトサイトをご覧ください。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/http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/contestcontestcontestcontest/2014/2014/2014/20141020102010201020////    

    

 

        



 

 

『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/ 

Wizardry Schema http://www.wiz-s.jp/ 

    


