
 

 

平成26 年11 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』』』』    新たな星の海の物語が今始まる！新たな星の海の物語が今始まる！新たな星の海の物語が今始まる！新たな星の海の物語が今始まる！    

『スターオーシャン『スターオーシャン『スターオーシャン『スターオーシャン    セカンドエヴォリューション』とのコラボレーションを実施セカンドエヴォリューション』とのコラボレーションを実施セカンドエヴォリューション』とのコラボレーションを実施セカンドエヴォリューション』とのコラボレーションを実施    

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、11月25日(火) より、

株式会社スクウェア・エニックスの『スターオーシャン セカンドエヴォリューション』とのコラボレーションを

開始いたします。 

    

メルファリアの世界で、新たな星の海の物語が紡がれるメルファリアの世界で、新たな星の海の物語が紡がれるメルファリアの世界で、新たな星の海の物語が紡がれるメルファリアの世界で、新たな星の海の物語が紡がれる    

『スターオーシャン『スターオーシャン『スターオーシャン『スターオーシャン    セカンドエヴォリューション』×『ファンタジーアースセカンドエヴォリューション』×『ファンタジーアースセカンドエヴォリューション』×『ファンタジーアースセカンドエヴォリューション』×『ファンタジーアース    ゼロ』コラボレーションゼロ』コラボレーションゼロ』コラボレーションゼロ』コラボレーション開催開催開催開催！！！！    

 

 

本日 11 月 25 日(火) メンテナンス終了後より、『スターオーシャン セカンドエヴォリューション』×『ファ

ンタジーアース ゼロ』コラボレーションを開始いたします。  

 

本コラボレーションでは『スターオーシャン セカンドエヴォリューション』の登場キャラクターになりきれ

る武器や防具を獲得できるコラボレーションルーレットや、コラボレーション限定のボイスチケット・ウィッグ

の販売のほか、各種イベント・キャンペーンを実施します。 

 

今しか獲得できないコラボレーションアイテムを獲得できる貴重なチャンスです。ぜひこの機会に『スタ

ーオーシャン セカンドエヴォリューション』×『ファンタジーアース ゼロ』コラボレーションをお楽しみくだ

さい！ 

 

  



 

 

■■■■コラボレーションルーレットコラボレーションルーレットコラボレーションルーレットコラボレーションルーレット    

『スターオーシャン セカンドエヴォリューション』の主人公であるクロード・C・ケニーとレナ・ランフォードを

はじめ、パーティに加入する仲間たちなどをモチーフとした装備品が登場します。 

 

さらに、本ルーレットをプレイした方の中から抽選で、『スターオーシャン セカンドエヴォリューション』の

キャラクターボイスを担当されている豪華声優の「宛名入り」直筆サイン色紙が貰えるキャンペーンも実施

します。本ルーレットをプレイした際には、ぜひキャンペーンもご応募ください。 

 

 

【【【【    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    

クロードクロードクロードクロードセットセットセットセット    レナレナレナレナセットセットセットセット    

 
 

ディアスディアスディアスディアスセットセットセットセット    セリーヌセリーヌセリーヌセリーヌセットセットセットセット    

  

アシュトンアシュトンアシュトンアシュトンセットセットセットセット    プリシスプリシスプリシスプリシスセットセットセットセット    

  

  



 

 

エルネストエルネストエルネストエルネストセットセットセットセット    オペラオペラオペラオペラセットセットセットセット    

 
 

レオンレオンレオンレオンセットセットセットセット    ウェルチウェルチウェルチウェルチ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：エターナルスフィアエターナルスフィアエターナルスフィアエターナルスフィア    盾：盾：盾：盾：ヴァリアントガードヴァリアントガードヴァリアントガードヴァリアントガード    

  

両手両手両手両手槌槌槌槌：：：：ピコピコハンマーピコピコハンマーピコピコハンマーピコピコハンマー    大剣：大剣：大剣：大剣：聖剣ファーウェル聖剣ファーウェル聖剣ファーウェル聖剣ファーウェル    

 
 

  



 

 

短剣：短剣：短剣：短剣：メルーファメルーファメルーファメルーファ    弓：弓：弓：弓：バーニィボウバーニィボウバーニィボウバーニィボウ    

  

銃：銃：銃：銃：カレイドスコープカレイドスコープカレイドスコープカレイドスコープ    杖：杖：杖：杖：聖杖ミリオンテラー聖杖ミリオンテラー聖杖ミリオンテラー聖杖ミリオンテラー    

  

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：ソーサリーグローブソーサリーグローブソーサリーグローブソーサリーグローブ    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：指し棒やんのかゴルァ指し棒やんのかゴルァ指し棒やんのかゴルァ指し棒やんのかゴルァ    

 
 

手甲：手甲：手甲：手甲：エンプレシアエンプレシアエンプレシアエンプレシア    
    

 

 

    

        



 

 

    

【【【【    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    ラクールの天才少年ラクールの天才少年ラクールの天才少年ラクールの天才少年    ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    無人くん開発者の少女無人くん開発者の少女無人くん開発者の少女無人くん開発者の少女    

レオン・レオン・レオン・レオン・DDDD・・・・SSSS・ゲーステ・ゲーステ・ゲーステ・ゲーステ    

（（（（CVCVCVCV：小林：小林：小林：小林    由美子）由美子）由美子）由美子）    

プリシス・プリシス・プリシス・プリシス・FFFF・ノイマン・ノイマン・ノイマン・ノイマン    

（（（（CVCVCVCV：釘宮：釘宮：釘宮：釘宮    理恵）理恵）理恵）理恵） 

    

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

 11 月25 日(火)定期メンテナンス終了後から 12 月22 日(月)定期メンテナンス開始前まで 

    

    

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

コラボレーション期間限定で、『スターオーシャン セカンドエヴォリューション』の主人公であるクロード・

C・ケニーとレナ・ランフォードのボイスチケットや、登場キャラクターのウィッグを販売します。 

    

【【【【    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    女性女性女性女性    

ディアスウィッグディアスウィッグディアスウィッグディアスウィッグ    レナウィッグレナウィッグレナウィッグレナウィッグ    

 
  
  

レオンウィッグレオンウィッグレオンウィッグレオンウィッグ    プリシスウィッグプリシスウィッグプリシスウィッグプリシスウィッグ    

     

  



 

 

エルネストウィッグエルネストウィッグエルネストウィッグエルネストウィッグ    オペラウィッグオペラウィッグオペラウィッグオペラウィッグ    

 
  
 

 

    

【【【【    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    】】】】    

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    星の海の青年星の海の青年星の海の青年星の海の青年    ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    神護の森の少女神護の森の少女神護の森の少女神護の森の少女    

クロード・クロード・クロード・クロード・CCCC・ケニー・ケニー・ケニー・ケニー    

（（（（CVCVCVCV：浪川：浪川：浪川：浪川    大輔）大輔）大輔）大輔）    

レナ・ランフォードレナ・ランフォードレナ・ランフォードレナ・ランフォード    

（（（（CVCVCVCV：水樹：水樹：水樹：水樹    奈々）奈々）奈々）奈々） 

    

【【【【    販売販売販売販売期間期間期間期間    】】】】    

 11 月25 日(火)定期メンテナンス終了後から 12 月22 日(月)定期メンテナンス開始前まで 

    

    

■■■■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たなキャラクターを作成した際、『スターオーシャン セカンドエヴォリューション』

主人公のクロード・C・ケニーとレナ・ランフォードのボイスチケットや、キャラクター育成に便利な消耗品を

所持してスタートすることができます。 

 

【【【【    特典内容特典内容特典内容特典内容    】】】】    

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    星の海の青年星の海の青年星の海の青年星の海の青年(CP)(CP)(CP)(CP)    ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    神護の森の少女神護の森の少女神護の森の少女神護の森の少女(CP)(CP)(CP)(CP)    

クロード・クロード・クロード・クロード・CCCC・ケニー・ケニー・ケニー・ケニー    

（（（（CVCVCVCV：浪川：浪川：浪川：浪川    大輔）大輔）大輔）大輔）    

レナ・ランフォードレナ・ランフォードレナ・ランフォードレナ・ランフォード    

（（（（CVCVCVCV：水樹：水樹：水樹：水樹    奈々）奈々）奈々）奈々） 

新兵支援セット新兵支援セット新兵支援セット新兵支援セット    同梱内容同梱内容同梱内容同梱内容    

 

ハイリジェネレート×10 4 秒毎に HP を大きく回復する魔法の薬 

 

ハイパワーポット×10 4 秒毎に Pw を大きく回復する魔法の秘薬 

 

フィズアタックゲイン R×5 

装備にエンチャントすることで効果を発揮するクリスタルジェ

ム。 

■攻性 最大値上昇 5～15 



 

 

 

フィズガードゲイン R×5 

装備にエンチャントすることで効果を発揮するクリスタルジェ

ム。 

■耐性 最大値上昇 7～20 

 

HP アップ R×5 

装備にエンチャントすることで効果を発揮するクリスタルジェ

ム。 

■HP 最大値上昇 150～200 

 

Pw アップ R×5 

消装備にエンチャントすることで効果を発揮するクリスタルジェ

ム。 

■Pw 最大値上昇 3～5 

 

報酬の密書×1 
使用してから 1 時間 

戦争後の獲得リングが 5 倍になる秘密の書物。 

密書セット密書セット密書セット密書セット    同梱内容同梱内容同梱内容同梱内容    

 

精練の密書×1 
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。 

 

報酬の密書×1 
使用してから 1 時間 

戦争後の獲得リングが 5 倍になる秘密の書物。 

 

【【【【    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    】】】】    

 11 月25 日(火)定期メンテナンス終了後から 12 月22 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「極めろ！コラボレーションイベント「極めろ！コラボレーションイベント「極めろ！コラボレーションイベント「極めろ！    アイテムクリエアイテムクリエアイテムクリエアイテムクリエーーーーション！」ション！」ション！」ション！」    

期間中、対象戦争に参戦すると獲得できるスキルポイントを使って製造スキルを覚えると、 

コラボレーション限定アイテムを手に入れることができます。 

たくさん戦争に参戦して、アイテムクリエーションを極めよう！ 

  



 

 

 

【【【【    イベント報酬内容イベント報酬内容イベント報酬内容イベント報酬内容    】】】】    

頭装備頭装備頭装備頭装備    

バーニィフェイクバーニィフェイクバーニィフェイクバーニィフェイク    

 

アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ    

おすわりおすわりおすわりおすわり無人無人無人無人くんくんくんくん    おすわりおすわりおすわりおすわりバーニィバーニィバーニィバーニィ    

     

消耗品消耗品消耗品消耗品    

 

黄金のシチュー 
異世界に存在する極上料理。 

4 秒毎に HP と Pw を回復する。 

 

魔神流野菜スープ 
異世界に存在する究極料理。 

4 秒毎に HP と Pw を大きく回復する。 

 

天使の像 
神秘の力が込められた像。 

HP を大きく回復する。 

 

女神の像 

神秘の力が込められた像。 

HP を大きく回復するか少なく回復するかは 

運しだいとなる。 



 

 

 

練気の書 

使用してから 3 時間 

取得経験値が 100%アップ、 

戦争後の獲得リングが 3 倍になる究極の書物。 

 

賢者の石 

異世界のクリスタルジェム。 

装備にエンチャントすることで効果を発揮する。 

■HP 最大値上昇 180～200 

 

ミスリル 

異世界のクリスタルジェム。 

装備にエンチャントすることで効果を発揮する。 

■攻性 最大値上昇 10～15 

 

ムーナイト 

異世界のクリスタルジェム。 

装備にエンチャントすることで効果を発揮する。 

■耐性 最大値上昇 12～20 

【【【【    実施実施実施実施期間期間期間期間    】】】】    

 11 月25 日(火)定期メンテナンス終了後から 12 月8 日(月)定期メンテナンス開始前まで 

【【【【    報酬受取報酬受取報酬受取報酬受取期間期間期間期間    】】】】    

 11 月25 日(火)定期メンテナンス終了後から 2015 年1 月5 日(月)定期メンテナンス開始前まで 

    

    

■■■■コラボレーション限定コラボレーション限定コラボレーション限定コラボレーション限定    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『スターオーシャン セカンドエヴォリューション』の

楽曲へ変更することができます。変更パターンは 2 種類ご用意していますので、BGM を変更して『スター

オーシャン セカンドエヴォリューション』の世界を満喫しよう。 

 

【【【【    BGMBGMBGMBGM パターン①パターン①パターン①パターン①    】】】】    

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 Shower of Blossoms 

通常戦争 Field of Exper 

通常戦争 優勢 KA.MI.KA.ZE 

通常戦争 ラストゲージ Stab the Sword of Justice 

任務戦争 Invasion 

任務戦争 優勢 Rescue operation 

任務戦争 ラストゲージ Dynamite 

勝利 Strike Your Mind 

敗北 Theme of RENA 

カジノ Let’s walk in a parade 

 

【【【【    BGMBGMBGMBGM パターンパターンパターンパターン②②②②    】】】】    

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 Breazy afternoon 

通常戦争 In a Lightsome Mood 



 

 

通常戦争 優勢 Mission to the deep space 

通常戦争 ラストゲージ The incarnation of devil 

任務戦争 Invade 

任務戦争 優勢 Ceremight 

任務戦争 ラストゲージ Mighty blow 

勝利 STAR OCEAN forever 

敗北 Theme of RENA (music box) 

カジノ Come on Bunny 

 

【【【【    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    】】】】    

 11 月25 日(火)定期メンテナンス終了後から 12 月22 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特設サイト特設サイト特設サイト特設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/collaboration/star_ocean_second/http://www.fezero.jp/collaboration/star_ocean_second/http://www.fezero.jp/collaboration/star_ocean_second/http://www.fezero.jp/collaboration/star_ocean_second/    

    

    

（C）1998,2008 SQUARE ENIX CO., Ltd. All Rights Reserved developed by tri-Ace Inc.    

        



 

 

チャージしてチャージしてチャージしてチャージしてお得お得お得お得！！！！    使ってお得！使ってお得！使ってお得！使ってお得！    

「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」を実施「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」を実施「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」を実施「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」を実施    

 

    

本日11月25日(火)から12月15日（月）定期メンテナンス開始前までの期間中、「オーブチャージ＆ラリ

ーキャンペーン」を実施いたします。 

 

期間中にオーブを累計 5,000 円以上購入するともれなく「ゴールドコイン×2」を、過去にオーブを購入し

たことがないアカウントで初めて期間中にオーブを累計3,000円以上購入すると、プチデビルウィングをは

じめ、豪華なアイテムをセットでプレゼントします。 

 

さらに、期間中のオーブ消費額に応じてお得なアイテムを貰えるチャンスとなっておりますので、オーブ

購入および使用をご検討中の方はぜひ、本キャンペーンをご活用ください！ 

 

■初めて累計■初めて累計■初めて累計■初めて累計 3,0003,0003,0003,000 円以上オーブ購入円以上オーブ購入円以上オーブ購入円以上オーブ購入    特典特典特典特典    

プチデビルウィングプチデビルウィングプチデビルウィングプチデビルウィング((((男女共通男女共通男女共通男女共通頭装備頭装備頭装備頭装備))))    その他特典アイテムその他特典アイテムその他特典アイテムその他特典アイテム    

    

ゴールドコイン×1 

流転の羽×1 

特製エンチャントセット R×1 

ハイリジェネレート×50 

ハイパワーポット×50 

 

■ラリーキャンペーン■ラリーキャンペーン■ラリーキャンペーン■ラリーキャンペーン    特典特典特典特典    

消費オーブ額消費オーブ額消費オーブ額消費オーブ額    特典内容特典内容特典内容特典内容    

50A50A50A50A    シルバーコイン×1 

100A100A100A100A    ハイリジェネレート×5 

150A150A150A150A    ハイパワーポット×5 

200A200A200A200A    特製エンチャントセット R×1 

250A250A250A250A    シルバーコイン×1 

300A300A300A300A    ビルドアタックブースト R×5 

350A350A350A350A    セルフケアセット×1 



 

 

400A400A400A400A    強固の結晶×3 

450A450A450A450A    シルバーコイン×2 

500A500A500A500A    匠の砥石×1 

550A550A550A550A    パワーリジェネ R×5 

600A600A600A600A    

  

ブラックウェリントン(男性アクセサリ) or ノワールウェリントン(女性アクセサリ) or 

精練の密書×1 

650A650A650A650A    シルバーコイン×3 

700A700A700A700A    穿孔の石×1 

750A750A750A750A    ヴィネルワイン×10 

800A800A800A800A    完遂の書×1 

850A850A850A850A    シルバーコイン×3 

900A900A900A900A    流転の羽×1 

950A950A950A950A    追憶の壺×1 

1,000A1,000A1,000A1,000A    ゴールドコイン×1 

 

【【【【    実施実施実施実施期間期間期間期間    】】】】    

 11 月25 日(火)定期メンテナンス終了後から 12 月15 日(月)定期メンテナンス開始前まで 

 

【【【【    報酬受取報酬受取報酬受取報酬受取期間期間期間期間    】】】】    

 11 月25 日(火)定期メンテナンス終了後から 12 月22 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ページの特設ページの特設ページの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/campaign/20141125/http://www.fezero.jp/campaign/20141125/http://www.fezero.jp/campaign/20141125/http://www.fezero.jp/campaign/20141125/    

    

    

 

        



 

 

『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/ 

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 

わグルま★ http://star.waguruma.jp/ 

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

    


