
 

 

平成26 年10 月27 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』』』』期間限定「ハロウィンルーレット」登場期間限定「ハロウィンルーレット」登場期間限定「ハロウィンルーレット」登場期間限定「ハロウィンルーレット」登場！！！！    

さらにハロウィンイベント「さらにハロウィンイベント「さらにハロウィンイベント「さらにハロウィンイベント「Pump itPump itPump itPump it！」や、ゴールドコイン割引などのキャンペーンも実施！」や、ゴールドコイン割引などのキャンペーンも実施！」や、ゴールドコイン割引などのキャンペーンも実施！」や、ゴールドコイン割引などのキャンペーンも実施    

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、10月27日(月)にア

ップデートを実施いたします。    

    

トリックオアトリート！トリックオアトリート！トリックオアトリート！トリックオアトリート！    期間限定「ハロウィンルーレット」を実施期間限定「ハロウィンルーレット」を実施期間限定「ハロウィンルーレット」を実施期間限定「ハロウィンルーレット」を実施    

ハロウィンモチーフの新作装備と、過去に登場した仮装装備でハロウィンを盛り上げよう！ハロウィンモチーフの新作装備と、過去に登場した仮装装備でハロウィンを盛り上げよう！ハロウィンモチーフの新作装備と、過去に登場した仮装装備でハロウィンを盛り上げよう！ハロウィンモチーフの新作装備と、過去に登場した仮装装備でハロウィンを盛り上げよう！    

 

 

本日10 月27 日(月) のアップデートにて、期間限定「ハロウィンルーレット」が登場いたします。  

 

ハロウィンルーレットでは、ハロウィンをイメージした防具と、お菓子をモチーフとした武器が新たに登

場するほか、「ウルサセット」などの着ぐるみ防具や、「ジャイアントブラウン」などのうさぎモチーフの武器

が再登場！ 

新作装備や着ぐるみ防具、うさぎモチーフ武器で仮装して、ハロウィンの季節を楽しもう！ 

 

    

        



 

 

■■■■「「「「ハロウィンルーレットハロウィンルーレットハロウィンルーレットハロウィンルーレット」」」」Vol.1Vol.1Vol.1Vol.1    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    

共通共通共通共通防具防具防具防具    

ドラクレアドラクレアドラクレアドラクレアセットセットセットセット    トリカルトリカルトリカルトリカ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：ショコラスティックショコラスティックショコラスティックショコラスティック    盾：盾：盾：盾：ショコラプレートショコラプレートショコラプレートショコラプレート    

  

両手両手両手両手斧斧斧斧：：：：ハートフルスマッシャーハートフルスマッシャーハートフルスマッシャーハートフルスマッシャー    大剣：大剣：大剣：大剣：カカオストライカーカカオストライカーカカオストライカーカカオストライカー    

 
 

  



 

 

短剣：短剣：短剣：短剣：クリーミーコーンクリーミーコーンクリーミーコーンクリーミーコーン    弓：弓：弓：弓：スウィーティーアーチスウィーティーアーチスウィーティーアーチスウィーティーアーチ    

 

 

銃：銃：銃：銃：コンフェクショットコンフェクショットコンフェクショットコンフェクショット    杖：杖：杖：杖：ミラクルタフィーミラクルタフィーミラクルタフィーミラクルタフィー    

 
 

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：キャンディーベイビーキャンディーベイビーキャンディーベイビーキャンディーベイビー    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：スパイキースナックスパイキースナックスパイキースナックスパイキースナック    

 
 

手甲：手甲：手甲：手甲：バスタードーナツバスタードーナツバスタードーナツバスタードーナツ    
    

 

 

    

        



 

 

    

【【【【    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    弱気な少年弱気な少年弱気な少年弱気な少年ⅠⅠⅠⅠ    

声優：声優：声優：声優：朴朴朴朴    璐璐璐璐美美美美    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    愉快愉快愉快愉快な女性な女性な女性な女性ⅠⅠⅠⅠ    

声優：声優：声優：声優：今井今井今井今井    麻美麻美麻美麻美    

    

■■■■「「「「ハロウィンルーレットハロウィンルーレットハロウィンルーレットハロウィンルーレット」」」」Vol.Vol.Vol.Vol.2222    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    

共通共通共通共通防具防具防具防具    

ウルサウルサウルサウルサセットセットセットセット    レープスレープスレープスレープスセットセットセットセット    

  

アルネブアルネブアルネブアルネブセットセットセットセット    レプレレプレレプレレプレセットセットセットセット    

 
 

ダシュプースダシュプースダシュプースダシュプースセットセットセットセット    ラゴースラゴースラゴースラゴースセットセットセットセット    

 
 

  



 

 

ソンソンセットソンソンセットソンソンセットソンソンセット    ミスソンソンミスソンソンミスソンソンミスソンソンセットセットセットセット    

  

クローリククローリククローリククローリクセットセットセットセット    レプロットレプロットレプロットレプロットセットセットセットセット    

  

大熊猫大熊猫大熊猫大熊猫セットセットセットセット    大熊猫娘大熊猫娘大熊猫娘大熊猫娘セットセットセットセット    

  

レアソンソンレアソンソンレアソンソンレアソンソンセットセットセットセット    ファムソンソンファムソンソンファムソンソンファムソンソ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    

片手槌片手槌片手槌片手槌：：：：ジェイドスタンプジェイドスタンプジェイドスタンプジェイドスタンプ    盾：盾：盾：盾：タナップシールドタナップシールドタナップシールドタナップシールド    

  

両手斧：ジャイアントブラウン両手斧：ジャイアントブラウン両手斧：ジャイアントブラウン両手斧：ジャイアントブラウン    大剣：コーンブレード大剣：コーンブレード大剣：コーンブレード大剣：コーンブレード    

 

 

短剣：短剣：短剣：短剣：カブラナイフカブラナイフカブラナイフカブラナイフ    弓：弓：弓：弓：ツインラビットツインラビットツインラビットツインラビット    

 

 

銃：銃：銃：銃：スズナホヅツスズナホヅツスズナホヅツスズナホヅツ    杖：杖：杖：杖：エメラルドラビットエメラルドラビットエメラルドラビットエメラルドラビット    

 
 

  



 

 

魔導具：クリムゾンスター魔導具：クリムゾンスター魔導具：クリムゾンスター魔導具：クリムゾンスター    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：コメットラビットコメットラビットコメットラビットコメットラビット    

 
 

手甲：手甲：手甲：手甲：ブレイカーラビットブレイカーラビットブレイカーラビットブレイカーラビット    
    

 

 

 

■■■■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    

10 月27 日(月)定期メンテナンス終了後 から 11 月17 日(月)定期メンテナンス開始前 まで 

 

 

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/20141027limitedroulette/http://www.fezero.jp/roulette/20141027limitedroulette/http://www.fezero.jp/roulette/20141027limitedroulette/http://www.fezero.jp/roulette/20141027limitedroulette/    

    

    

        



 

 

この季節恒例のこの季節恒例のこの季節恒例のこの季節恒例のイベント「イベント「イベント「イベント「Pump itPump itPump itPump it！！！！」」」」スタートスタートスタートスタート    

ハロウィンの間だけ性能ハロウィンの間だけ性能ハロウィンの間だけ性能ハロウィンの間だけ性能ががががアップするかわいいお化けの防具が新たに登場アップするかわいいお化けの防具が新たに登場アップするかわいいお化けの防具が新たに登場アップするかわいいお化けの防具が新たに登場！！！！    

 

 

本日10 月27 日(月) より、ハロウィンイベント「Pump it！」を開始いたします。  

 

期間中、対象戦争へ参戦すると、「銀パンプキンの種」に加えて「水晶パンプキンの種」が獲得でき、さら

にその戦争で勝利すると「金パンプキンの種」を入手できます。 

 パンプキンの種は消耗品として使用できるほか、「銀パンプキンの種」と「金パンプキンの種」はお得な

消耗品やイベント限定の装備品と交換することも可能です。 

 

さらに、ハロウィンの雰囲気を盛り上げる各種アイテムも、イベント期間中限定で販売します。今年もメ

ルファリアの世界でハロウィンを満喫しよう！ 

 

■■■■新規イベント防具新規イベント防具新規イベント防具新規イベント防具    

パンプキンの種との交換ラインアップに新規防具が登場！ 

イベント期間中に限り、防具の性能がアップします。お化けに仮装して、戦場を駆け巡ろう。 

男性男性男性男性    女性女性女性女性    

共通共通共通共通防具防具防具防具    

ゴーストクロスゴーストクロスゴーストクロスゴーストクロス    ゴーストワンピゴーストワンピゴーストワンピゴーストワンピ    

 

 

 

        



 

 

■■■■ショップ販売ショップ販売ショップ販売ショップ販売    

イベント期間中は、道具屋NPC でハロウィングッズを販売いたします。 

この時期限定の販売となりますので、どうぞお見逃しなく！ 

【【【【    防具防具防具防具    】】】】    

ミスターパンプキンミスターパンプキンミスターパンプキンミスターパンプキン    ((((男性用男性用男性用男性用    頭装備頭装備頭装備頭装備))))    ミスパンプキンミスパンプキンミスパンプキンミスパンプキン    ((((女性用女性用女性用女性用    頭装備頭装備頭装備頭装備))))    

  

パンプ・エ・モーションパンプ・エ・モーションパンプ・エ・モーションパンプ・エ・モーション    ((((男男男男女共通女共通女共通女共通    頭装備頭装備頭装備頭装備))))    

 

    

【【【【    消耗品消耗品消耗品消耗品    】】】】    

    

パンプキンパイパンプキンパイパンプキンパイパンプキンパイ××××5555    

パンプキンの甘さがおいしい出来立てのパイ。 

HP が徐々に回復する。 

 

【HP 回復】 48×12 【コスト】 5 

トレード不可 闘技場制限あり 

    

変身の秘薬変身の秘薬変身の秘薬変身の秘薬××××5555    

飲んだ者の見た目を変える秘薬。 

意外と癖になる味だとか… 

 

【効果時間】 1 分 【コスト】 0 

トレード不可 闘技場制限あり 戦場使用不可 

    

■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27 日(月)定期メンテナンス終了後 から 11 月10 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27 日(月)定期メンテナンス終了後 から 11 月17 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/2http://www.fezero.jp/event/2http://www.fezero.jp/event/2http://www.fezero.jp/event/20140140140141027102710271027////    



 

 

オーブを買うなら今がお得「オーブチャージキャンペーン」を開始オーブを買うなら今がお得「オーブチャージキャンペーン」を開始オーブを買うなら今がお得「オーブチャージキャンペーン」を開始オーブを買うなら今がお得「オーブチャージキャンペーン」を開始    

オーブボーナスオーブボーナスオーブボーナスオーブボーナス 2222 倍や累計購入額に応じた特典のほか、ゴールドコインの割引セールも実施倍や累計購入額に応じた特典のほか、ゴールドコインの割引セールも実施倍や累計購入額に応じた特典のほか、ゴールドコインの割引セールも実施倍や累計購入額に応じた特典のほか、ゴールドコインの割引セールも実施    

 

 

本日10 月27 日(月) より、「オーブチャージキャンペーン」を開始いたします。  

 

期間中は、3,000円以上オーブを購入した際のオーブボーナスが2倍になるほか、キャンペーン中の累

計オーブ購入額に応じて「ゴールドコイン」や、新規アクセサリ「デモンズテイル(黒)」をプレゼントいたしま

す！ オーブの購入をご検討の方は、ぜひこの機会をご活用ください。 

 

■■■■実施内容実施内容実施内容実施内容    

【【【【オーブボーナスオーブボーナスオーブボーナスオーブボーナス 2222 倍倍倍倍】】】】    

期間中は、3,000 円以上オーブを購入した際のオーブボーナスが、決済手段を問わず 2 倍となります。 

    

    

【【【【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】    

期間中に購入したオーブの累計額に応じて、特典アイテムをプレゼントいたします。 

悪魔の尻尾をかたどった新規アクセサリ「デモンズテイル(黒)」は、ハロウィンの仮装にもぴったり！ 

ハロウィンの装備コーディネートにぜひお役立てください。 

 



 

 

デモンズテイルデモンズテイルデモンズテイルデモンズテイル((((黒黒黒黒) () () () (男女共通アクセサリ男女共通アクセサリ男女共通アクセサリ男女共通アクセサリ))))    

 

    

累計累計累計累計 3,0003,0003,0003,000 円円円円    累計累計累計累計 5,0005,0005,0005,000 円円円円    （いずれか選択）（いずれか選択）（いずれか選択）（いずれか選択）    累計累計累計累計 10,00010,00010,00010,000 円円円円    

 

ゴールドコイン×1 

 

デモンズテイル(黒) 

 

報酬の密書×1 

 

ゴールドコイン×2 

 

【ゴールドコインセール販売】【ゴールドコインセール販売】【ゴールドコインセール販売】【ゴールドコインセール販売】    

期間中に限り、ゴールドコインの 5 枚セットおよび 11 枚セットの価格がプライスダウン！ 

ぜひこの機会にお買い求めください。 

    

 

■実施期間■実施期間■実施期間■実施期間    

【【【【キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン期間期間期間期間    】】】】    

10 月27 日(月)定期メンテナンス終了後 から 11 月10 日(月)定期メンテナンス開始前 まで 

【【【【特典特典特典特典受取期間受取期間受取期間受取期間    】】】】    

10 月27 日(月)定期メンテナンス終了後 から 11 月17 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/http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/campaigncampaigncampaigncampaign/2014/2014/2014/20141027102710271027////    

    

 

        



 

 

『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/ 

    


