
 

 

平成26 年12 月1 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』』』』    「「「「8th 8th 8th 8th AnniversaryAnniversaryAnniversaryAnniversary」」」」スタートスタートスタートスタート    

正式サービス正式サービス正式サービス正式サービス 8888 周年を記念する各種イベント・キャンペーンなどを多数実施周年を記念する各種イベント・キャンペーンなどを多数実施周年を記念する各種イベント・キャンペーンなどを多数実施周年を記念する各種イベント・キャンペーンなどを多数実施    

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、12月1日(月)にアッ

プデートを実施いたします。    

    

日頃の日頃の日頃の日頃の皆皆皆皆さまさまさまさまからのからのからのからのご愛顧に感謝を込めてご愛顧に感謝を込めてご愛顧に感謝を込めてご愛顧に感謝を込めて    

正式サービス正式サービス正式サービス正式サービス 8888 周年を祝うイベント「周年を祝うイベント「周年を祝うイベント「周年を祝うイベント「8th Anniversary8th Anniversary8th Anniversary8th Anniversary」開催」開催」開催」開催    

 

 

本日12 月1 日(月) メンテナンス終了後より、「8th Anniversary」を開始いたします。  

 

『ファンタジーアース ゼロ』は 12 月 21 日(日)で、正式サービス 8 周年を迎えます。日頃からプレイして

いただいている皆さまへの感謝を込めて、さまざまなイベント・キャンペーンを実施いたします。 

 

■■■■期間限定ルーレット「期間限定ルーレット「期間限定ルーレット「期間限定ルーレット「アニバーサリールーレットアニバーサリールーレットアニバーサリールーレットアニバーサリールーレット」」」」    

「アニバーサリールーレット」は、過去のルーレット景品の中でも特に人気の装備が、再びルーレット景

品として登場いたします。 

さらに、本ルーレットでは過去の「ヴィラーノルーレット」で登場した武器・防具の中からお好きなものと

交換できる「アニバーサリーチケット」と、過去の各種ルーレットで登場したウィッグ・ボイスチケットからお

好きなものと交換できる「特別デコレーションチケット」も獲得できる貴重なチャンス！ 

 

今年は実装年別のルーレットではなく、Vol.1は「ヴィラーノルーレット」の人気装備が、Vol.2とVol.3は各

種期間限定の特別ルーレットの人気装備が登場します。 

 

＜＜＜＜    アニバーサリールーレットアニバーサリールーレットアニバーサリールーレットアニバーサリールーレット 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    



 

 

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    

カイムカイムカイムカイムセットセットセットセット    アゼリーアゼリーアゼリーアゼリー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    

ラクサーシャラクサーシャラクサーシャラクサーシャセットセットセットセット    ヘンフェザーヘンフェザーヘンフェザーヘンフェザ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    

オクルトゥスオクルトゥスオクルトゥスオクルトゥスセットセットセットセット    マギサマギサマギサマギサ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    

レクチュアラレクチュアラレクチュアラレクチュアラセットセットセットセット    ミョウドウミョウドウミョウドウミョウドウ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    

トゥーディートゥーディートゥーディートゥーディーセットセットセットセット    ニエベコネヒトニエベコネヒトニエベコネヒトニエベコネヒト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    

ルクスルクスルクスルクスセットセットセットセット    ルーメンルーメンルーメンルーメ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：メタトロンメタトロンメタトロンメタトロン    盾：盾：盾：盾：ラツィエルラツィエルラツィエルラツィエル    

 
 

両手斧：両手斧：両手斧：両手斧：ヴァイエルヴァイエルヴァイエルヴァイエル    大剣：大剣：大剣：大剣：レーヴァテインレーヴァテインレーヴァテインレーヴァテイン    

 
 

短剣：短剣：短剣：短剣：サルガタナスサルガタナスサルガタナスサルガタナス    弓：弓：弓：弓：クレシェンテクレシェンテクレシェンテクレシェンテ    

 
 

銃：銃：銃：銃：ロンズィーオロンズィーオロンズィーオロンズィーオ    杖：杖：杖：杖：スノーモンスタースノーモンスタースノーモンスタースノーモンスター    

 

 

  



 

 

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：ミスタースノーマンミスタースノーマンミスタースノーマンミスタースノーマン    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：残忍な牙残忍な牙残忍な牙残忍な牙    

  

手甲：手甲：手甲：手甲：テュロクテュロクテュロクテュロク    
    

 

 

    

【【【【    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    優しい少年Ⅰ優しい少年Ⅰ優しい少年Ⅰ優しい少年Ⅰ    

声優：声優：声優：声優：釘宮釘宮釘宮釘宮    理恵理恵理恵理恵    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    生意気な少女生意気な少女生意気な少女生意気な少女ⅡⅡⅡⅡ    

声優：声優：声優：声優：沢城沢城沢城沢城    みゆきみゆきみゆきみゆき    

    

＜＜＜＜    アニバーサリールーレットアニバーサリールーレットアニバーサリールーレットアニバーサリールーレット Vol.2Vol.2Vol.2Vol.2    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    

クローセルクローセルクローセルクローセルセットセットセットセット    アリュールアリュールアリュールアリュー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    

アルマンディンアルマンディンアルマンディンアルマンディンセットセットセットセット    アルテミスアルテミスアルテミスアルテミス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    

ダウーリクスダウーリクスダウーリクスダウーリクスセットセットセットセット    ノーゼライトノーゼライトノーゼライトノーゼライト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    

ゾイスゾイスゾイスゾイスセットセットセットセット    アンボニーアンボニーアンボニーアンボニー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    

サヴィトリサヴィトリサヴィトリサヴィトリセットセットセットセット    ナタラージャナタラージャナタラージャナタラージャ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    

カロンモデルカロンモデルカロンモデルカロンモデルセットセットセットセット    ティファレンシアセットティファレンシアセットティファレンシアセットティファレンシアセット    

 
 

 

【【【【    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：アズマーダアズマーダアズマーダアズマーダ    盾：盾：盾：盾：ゼオルフィールゼオルフィールゼオルフィールゼオルフィール    

  

両手斧：両手斧：両手斧：両手斧：スタッグシザースタッグシザースタッグシザースタッグシザー    大剣：大剣：大剣：大剣：アムラプティンアムラプティンアムラプティンアムラプティン    

 
 

短剣：短剣：短剣：短剣：カルンウェナンカルンウェナンカルンウェナンカルンウェナン    弓：弓：弓：弓：幻燐の向羽幻燐の向羽幻燐の向羽幻燐の向羽    

 
 



 

 

銃：銃：銃：銃：シデュラシデュラシデュラシデュラ    杖：杖：杖：杖：アストナクスアストナクスアストナクスアストナクス    

 
 

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：紫微星三羽紫微星三羽紫微星三羽紫微星三羽    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：アストルティンアストルティンアストルティンアストルティン    

 
 

手甲：手甲：手甲：手甲：アルタケリュスアルタケリュスアルタケリュスアルタケリュス    
    

 

 

    

【【【【    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    熟練男性兵Ⅰ熟練男性兵Ⅰ熟練男性兵Ⅰ熟練男性兵Ⅰ    

声優：声優：声優：声優：若本若本若本若本    規夫規夫規夫規夫    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    天然少女天然少女天然少女天然少女ⅡⅡⅡⅡ    

声優：声優：声優：声優：井口井口井口井口    裕香裕香裕香裕香    

    

        



 

 

＜＜＜＜    アニバーサリールーレットアニバーサリールーレットアニバーサリールーレットアニバーサリールーレット 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    

ジェムシリカジェムシリカジェムシリカジェムシリカセットセットセットセット    オリアスオリアスオリアスオリアス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    

パンデイロパンデイロパンデイロパンデイロセットセットセットセット    スペサルティンスペサルティンスペサルティンスペサルティン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    

ラズライトラズライトラズライトラズライトセットセットセットセット    パッショナートパッショナートパッショナートパッショナート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    

ラカムラカムラカムラカムセットセットセットセット    タンザナタンザナタンザナタンザナ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    

ジェイダイトジェイダイトジェイダイトジェイダイトセットセットセットセット    ゴーピーゴーピーゴーピーゴーピ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    

ヒュンケルモデルヒュンケルモデルヒュンケルモデルヒュンケルモデルセットセットセットセット    メルジアメルジアメルジアメルジ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：干将干将干将干将    盾：盾：盾：盾：莫邪莫邪莫邪莫邪    

 

 

両手斧：両手斧：両手斧：両手斧：アウミュールアウミュールアウミュールアウミュール    大剣：大剣：大剣：大剣：紫揚羽紫揚羽紫揚羽紫揚羽    

 
 

短剣：短剣：短剣：短剣：オブグルールオブグルールオブグルールオブグルール    弓：弓：弓：弓：ゼル・ウルーナゼル・ウルーナゼル・ウルーナゼル・ウルーナ    

 
 

銃：銃：銃：銃：ブローバックブローバックブローバックブローバック    杖：杖：杖：杖：ゾロアスティックゾロアスティックゾロアスティックゾロアスティック    

 
 

  



 

 

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：リルミオンリルミオンリルミオンリルミオン    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：ツインコーンツインコーンツインコーンツインコーン    

 

 

手甲：手甲：手甲：手甲：ザルカド・テオルザルカド・テオルザルカド・テオルザルカド・テオル    
    

 

 

    

【【【【    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    名将Ⅰ名将Ⅰ名将Ⅰ名将Ⅰ    

声優：声優：声優：声優：池田池田池田池田    秀一秀一秀一秀一    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    生意気な少女生意気な少女生意気な少女生意気な少女ⅢⅢⅢⅢ    

声優：声優：声優：声優：田村田村田村田村    ゆかりゆかりゆかりゆかり    

    

【【【【    アニバーサリーチケットについてアニバーサリーチケットについてアニバーサリーチケットについてアニバーサリーチケットについて    】】】】    

2014年7月28日までに実装されている過去の「ヴィラーノルーレット」景品の中からお好きな防具・武器

をひとつ選んで交換することができるチケットです。「アニバーサリールーレット」のルーレット 3 種それぞ

れに 1枚ずつ出現するため、1キャラクターにつき最大3枚まで入手することができるレアアイテムです。 

 

【【【【    特別デコレーション特別デコレーション特別デコレーション特別デコレーションチケットについてチケットについてチケットについてチケットについて    】】】】    

2014 年7 月28 日までに実装されている過去のルーレット景品の中からお好きなウィッグ・ボイスチケッ

トをひとつ選んで交換することができるチケットです。「アニバーサリールーレット」のルーレット 3 種それ

ぞれに 1 枚ずつ出現するため、1 キャラクターにつき最大 3 枚まで入手することができるレアアイテムで

す。 

 

    

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

12 月1 日(月)定期メンテナンス終了後 から 2015 年1 月13 日(火)定期メンテナンス開始前 まで 

【チケット交換期間】【チケット交換期間】【チケット交換期間】【チケット交換期間】    

12 月1 日(月)定期メンテナンス終了後 から 2015 年1 月19 日(月)定期メンテナンス開始前 まで 

 

        



 

 

■■■■イベント「アハトイベント」イベント「アハトイベント」イベント「アハトイベント」イベント「アハトイベント」    

期間中、対象戦争に参戦すると獲得できるポイントの累積数に応じてアニバーサリー記念装備を獲得する

ことができます。今年は 8 周年記念の新装備「アハトセット」が登場します。 

    

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    

アハトセットアハトセットアハトセットアハトセット    

  

    

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

12 月1 日(月)定期メンテナンス終了後 から 2015 年1 月13 日(火)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】    

12 月1 日(月)定期メンテナンス終了後 から 2015 年1 月19 日(月)定期メンテナンス開始前 まで 

 

■■■■イベント「冬も！イベント「冬も！イベント「冬も！イベント「冬も！FEZFEZFEZFEZ だ！おみくじちゃん」だ！おみくじちゃん」だ！おみくじちゃん」だ！おみくじちゃん」    

毎年恒例のおみくじちゃんが今年も登場します。「シルバーコイン」3 枚でプレイできる今回のおみくじちゃ

んでは、過去のラインアップに雪だるまをモチーフとした新装備をラインアップに追加しています。 

    

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    

スノーマンセットスノーマンセットスノーマンセットスノーマンセット    スノーウーマンセットスノーウーマンセットスノーウーマンセットスノーウーマンセット    

 

 

    

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

12 月1 日(月)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 

 

        



 

 

■■■■「「「「4444 大ブーストキャンペーン」大ブーストキャンペーン」大ブーストキャンペーン」大ブーストキャンペーン」    

期間中、週替わりのブーストキャンペーンを実施します。 

 

ブースト内容ブースト内容ブースト内容ブースト内容    実施期間実施期間実施期間実施期間    

獲得経験値獲得経験値獲得経験値獲得経験値 5555 倍倍倍倍    
12 月1 日(月)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 

獲得経験値＆闘技場ポイント獲得経験値＆闘技場ポイント獲得経験値＆闘技場ポイント獲得経験値＆闘技場ポイント 2222 倍倍倍倍    
12 月8 日(月)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 

獲得リング獲得リング獲得リング獲得リング 2222 倍倍倍倍    
12 月15 日(月)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 

クラスチェンジ＆スキルリセット無料クラスチェンジ＆スキルリセット無料クラスチェンジ＆スキルリセット無料クラスチェンジ＆スキルリセット無料    
12 月22 日(月)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 

 

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

12 月1 日(月)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 

 

■■■■「戦場のクリスマス」「戦場のクリスマス」「戦場のクリスマス」「戦場のクリスマス」    

期間中は召喚獣と建築物のグラフィックがクリスマス仕様に変化します。サンタや雪だるまに仮装した召

喚獣たちと、クリスマスの装飾でデコレーションされた建築物をぜひお楽しみください。 

 

【【【【    グラフィック変更グラフィック変更グラフィック変更グラフィック変更期間期間期間期間    】】】】    

12 月1 日(月)定期メンテナンス終了後 から 2015 年1 月13 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特設サイトの特設サイトの特設サイトの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/8th_anniversary/http://www.fezero.jp/8th_anniversary/http://www.fezero.jp/8th_anniversary/http://www.fezero.jp/8th_anniversary/    

 



 

 

システムアップデート「大陸布告機能」実装システムアップデート「大陸布告機能」実装システムアップデート「大陸布告機能」実装システムアップデート「大陸布告機能」実装    

円滑になった宣戦布告機能を活用してお手軽に戦争を楽しもう円滑になった宣戦布告機能を活用してお手軽に戦争を楽しもう円滑になった宣戦布告機能を活用してお手軽に戦争を楽しもう円滑になった宣戦布告機能を活用してお手軽に戦争を楽しもう    

 
 

本日12 月1 日(月) メンテナンスにて、「大陸布告機能」を実装いたします。 

 

従来のフィールドに入ってから行う宣戦布告の形式を残しつつ、大陸マップ上でも宣戦布告が行える機

能を追加します。本機能を利用して宣戦布告を行うと、実際のプレイデータにもとづき、最も多く建築の行

われた位置へキープが自動的に建築されます。 

 

  

 

宣戦布告時の建築位置に不安があり、なかなか積極的に戦争開始できなかった方は、ぜひ本機能をご

活用いただき、引き続き『ファンタジーアース ゼロ』をお楽しみください。 

 

 

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせをご覧ください。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/notice_updateview.aspx?seq=658http://www.fezero.jp/notice_updateview.aspx?seq=658http://www.fezero.jp/notice_updateview.aspx?seq=658http://www.fezero.jp/notice_updateview.aspx?seq=658    

 

        



 

 

『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/ 

    


