
 

 

平成26 年12 月24 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」」」」開催中開催中開催中開催中    

新作装備が登場する「ルミナスルーレット」のほか、新作装備が登場する「ルミナスルーレット」のほか、新作装備が登場する「ルミナスルーレット」のほか、新作装備が登場する「ルミナスルーレット」のほか、新たな新たな新たな新たなイベントもイベントもイベントもイベントもスタートスタートスタートスタート    

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24日(水)にア

ップデートを実施いたします。    

    

「「「「8th Anniversary8th Anniversary8th Anniversary8th Anniversary」もいよいよフィナーレ間近！」もいよいよフィナーレ間近！」もいよいよフィナーレ間近！」もいよいよフィナーレ間近！    

新たに期間限定ルーレットやイベント、キャンペーンが開始新たに期間限定ルーレットやイベント、キャンペーンが開始新たに期間限定ルーレットやイベント、キャンペーンが開始新たに期間限定ルーレットやイベント、キャンペーンが開始    

 

 

本日12 月24 日(水) 定期メンテナンス終了後より、「8th Anniversary」にて新たなイベント・キャンペーン

を開始いたします。  

 

■■■■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「ルミナスルーレットルミナスルーレットルミナスルーレットルミナスルーレット」」」」    

「ルミナスルーレット」では、赤と白を基調とした防具シリーズと、ユリの装飾が印象的なエフェクト武器が

登場します。いずれも完全新作の華やかな装備品となっておりますので、ぜひお見逃しなく！ 

        



 

 

    

【【【【    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    

グランツグランツグランツグランツセットセットセットセット    カンディオカンディオカンディオカンディオ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    

ルシーダルシーダルシーダルシーダセットセットセットセット    ブリリアブリリアブリリアブリリア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    

シンティアントシンティアントシンティアントシンティアントセットセットセットセット    トゥインクルトゥインクルトゥインクルトゥインクル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    

クルースクルースクルースクルースセットセットセットセット    シェニネスシェニネスシェニネスシェニネス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    

フラグリッドフラグリッドフラグリッドフラグリッドセットセットセットセット    ミカットミカットミカットミカッ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    

ルミッジルミッジルミッジルミッジセットセットセットセット    イルミナルイルミナルイルミナルイルミナ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：グランドールグランドールグランドールグランドール    盾：盾：盾：盾：レディアンスレディアンスレディアンスレディアンス    

 
 

両手斧：両手斧：両手斧：両手斧：ソレムナイトソレムナイトソレムナイトソレムナイト    大剣：大剣：大剣：大剣：ディグナイトディグナイトディグナイトディグナイト    

 
 

短剣：短剣：短剣：短剣：ケルビックケルビックケルビックケルビック    弓：弓：弓：弓：アートレスアートレスアートレスアートレス    

 
 

銃：銃：銃：銃：イノセンスイノセンスイノセンスイノセンス    杖：杖：杖：杖：チャスティティチャスティティチャスティティチャスティティ    

  

  



 

 

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：ピュアピュアピュアピュア    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：グローリアグローリアグローリアグローリア    

 
 

手甲：手甲：手甲：手甲：マジェスティマジェスティマジェスティマジェスティ    
    

 

 

    

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

12 月24 日(水)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 

 

■■■■クリスマスアイテム販売クリスマスアイテム販売クリスマスアイテム販売クリスマスアイテム販売    

期間限定でメルファリアのクリスマスを盛り上げる各種アイテムを、各国首都に設置されている道具屋

NPC にて販売します。 

    

ソーメリーフードソーメリーフードソーメリーフードソーメリーフード    

（男女クラス共通頭防具）（男女クラス共通頭防具）（男女クラス共通頭防具）（男女クラス共通頭防具）    

なりきりトナカイボディなりきりトナカイボディなりきりトナカイボディなりきりトナカイボディ    

（男女クラス共通防具）（男女クラス共通防具）（男女クラス共通防具）（男女クラス共通防具）    

 
50505050 オーブオーブオーブオーブ    

 
50505050 オーブオーブオーブオーブ    

  



 

 

トナカイラージホーントナカイラージホーントナカイラージホーントナカイラージホーン    

（男性クラス共通頭防具）（男性クラス共通頭防具）（男性クラス共通頭防具）（男性クラス共通頭防具）    

トナカイベルホーントナカイベルホーントナカイベルホーントナカイベルホーン    

（女性クラス共通頭防具）（女性クラス共通頭防具）（女性クラス共通頭防具）（女性クラス共通頭防具）    

 
70707070 リングリングリングリング    

 
70707070 リングリングリングリング    

クリスタルルドルフクリスタルルドルフクリスタルルドルフクリスタルルドルフ    

（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）    

レッドノーズレッドノーズレッドノーズレッドノーズ    

（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）    

 
70707070 リングリングリングリング    

 
30303030 リングリングリングリング    

    

ヴィネルケーキヴィネルケーキヴィネルケーキヴィネルケーキ    

（消耗品）（消耗品）（消耗品）（消耗品）    

クリスマス期間特別販売の特製ケーキ。 

HP を中程度回復する。 

 

5 オーブ 

ヴィネルシャンパンヴィネルシャンパンヴィネルシャンパンヴィネルシャンパン    

（消耗品）（消耗品）（消耗品）（消耗品）    

クリスマス期間特別販売の特製シャンパン。 

4 秒毎に HP を幾分回復する。 

 

7 オーブ 

    

【【【【アイテム販売アイテム販売アイテム販売アイテム販売期間】期間】期間】期間】    

12 月24 日(水)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 

    

 

■■■■イベント「イベント「イベント「イベント「ナイトレースナイトレースナイトレースナイトレース    ヴィネル杯ヴィネル杯ヴィネル杯ヴィネル杯」」」」    

期間中、対象戦争に参戦すると勝敗に応じて獲得できる参戦ポイントを使って、ミニゲームをプレイするこ

とができます。ミニゲームで手に入れたシャンテコインでは、さまざまな便利なアイテムのほか、新規アク

セサリとの交換が可能です。この年末年始もたくさん参戦して、お得なアイテムをゲットしよう！ 

        



 

 

    

男性男性男性男性    女性女性女性女性    

オーリックアイスピアスオーリックアイスピアスオーリックアイスピアスオーリックアイスピアス    

（男性専用アクセサリ）（男性専用アクセサリ）（男性専用アクセサリ）（男性専用アクセサリ）    

オーリックスノウピアスオーリックスノウピアスオーリックスノウピアスオーリックスノウピアス    

（女性専用アクセサリ）（女性専用アクセサリ）（女性専用アクセサリ）（女性専用アクセサリ）    

 

 

    

【【【【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24 日(水)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 

【【【【ミニゲームプレイ・ミニゲームプレイ・ミニゲームプレイ・ミニゲームプレイ・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24 日(水)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「イベント「イベント「イベント「ソーメリー祭りソーメリー祭りソーメリー祭りソーメリー祭り」」」」    

期間中、クエストアイテムを NPC に渡すと「ソーメリーセット」を獲得することができます。「ソーメリーセット」

は現在、期間限定で性能が最大値まで上昇しているお得な装備品です。 

さらに、「ソーメリーセット」を全部位揃えると、「なりきりトナカイマスク」を手に入れることもできます。 

    

ソーメリーセットソーメリーセットソーメリーセットソーメリーセット    

（男女クラス共通防具）（男女クラス共通防具）（男女クラス共通防具）（男女クラス共通防具）    

 
 

  



 

 

なりきりトナカイマスクなりきりトナカイマスクなりきりトナカイマスクなりきりトナカイマスク    

（男女クラス共通頭防具）（男女クラス共通頭防具）（男女クラス共通頭防具）（男女クラス共通頭防具）    

 

    

【【【【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24 日(水)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 

 

■■■■「「「「ホワイトクリスマスホワイトクリスマスホワイトクリスマスホワイトクリスマス」」」」    

期間中は各国首都や戦場で雪が降ります。冬のメルファリアをお楽しみください。 

 

【【【【    降雪降雪降雪降雪期間期間期間期間    】】】】    

12 月24 日(水)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/    

    

 



 

 

オーブを購入するなら今がオーブを購入するなら今がオーブを購入するなら今がオーブを購入するなら今がチャンスチャンスチャンスチャンス！！！！    

「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」を利用してお得にオーブを購入しようを利用してお得にオーブを購入しようを利用してお得にオーブを購入しようを利用してお得にオーブを購入しよう    

 
 

本日12 月24 日(水) 定期メンテナンス終了後より、「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 円以上オーブ購入の際に付与されるオーブボーナスが 2 倍となります。さらに、累計

1,000円分のオーブを購入するごとに、消耗品があたるくじを引くことができるほか、くじを5回引くごとに追

加特典の中からお好きなアイテムを 1 点受け取ることができます。 

 

オーブの購入をご検討の際には、本キャンペーンぜひご活用ください。 

 

■くじ引き■くじ引き■くじ引き■くじ引き特典特典特典特典    ラインアップラインアップラインアップラインアップ    

ゴールドコイン×ゴールドコイン×ゴールドコイン×ゴールドコイン×1111 またはまたはまたはまたは 3333    
カジノで特殊なゲームをするのに必要となる 

角型コイン。 

シルバーコイン×シルバーコイン×シルバーコイン×シルバーコイン×5555    
集めるとゴールドコインの変わりになる 

角型補助コイン。 

エクスバンク特約書エクスバンク特約書エクスバンク特約書エクスバンク特約書×1×1×1×1    エクスバンクの仕様・拡張契約書。 

穿孔の石穿孔の石穿孔の石穿孔の石×1×1×1×1    
装備強化アイテム。 

エンチャントスロットを拡張する 

強固の石強固の石強固の石強固の石×3×3×3×3    
装備強化アイテム。 

防具の性能をアップさせる。 

ビルドアタックブーストビルドアタックブーストビルドアタックブーストビルドアタックブースト R×10R×10R×10R×10    

装備品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。 

■築効性上昇 15～35 

ハイリジェネレートハイリジェネレートハイリジェネレートハイリジェネレート×50×50×50×50    
4 秒毎に HP を大きく回復する魔法の薬。 

他の薬と併用できない。 

ハイパワーポットハイパワーポットハイパワーポットハイパワーポット×50×50×50×50    
4 秒毎に Pw を大きく回復する魔法の秘薬。 

他の薬と併用できない。 

    

        



 

 

■追加特典■追加特典■追加特典■追加特典    ラインアップラインアップラインアップラインアップ    

アイバンデージアイバンデージアイバンデージアイバンデージ    

（男女クラス共通頭防具）（男女クラス共通頭防具）（男女クラス共通頭防具）（男女クラス共通頭防具）    

 

ブラックサングラスブラックサングラスブラックサングラスブラックサングラス    

（男性（男性（男性（男性専用アクセサリ専用アクセサリ専用アクセサリ専用アクセサリ））））    

ダークサングラスダークサングラスダークサングラスダークサングラス    

（女性（女性（女性（女性専用アクセサリ専用アクセサリ専用アクセサリ専用アクセサリ））））    

 
  
 

    

フラッフィーボブフラッフィーボブフラッフィーボブフラッフィーボブ((((水色水色水色水色))))    

（男性専用（男性専用（男性専用（男性専用アクセサリ）アクセサリ）アクセサリ）アクセサリ）    

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((((橙橙橙橙))))    

（（（（女性専用女性専用女性専用女性専用アクセサリ）アクセサリ）アクセサリ）アクセサリ）    

 
  
 

 
  
 

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    若き男司令官Ⅰ若き男司令官Ⅰ若き男司令官Ⅰ若き男司令官Ⅰ    

((((男性専用ボイスチケット男性専用ボイスチケット男性専用ボイスチケット男性専用ボイスチケット))))    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    風変りな少女Ⅰ風変りな少女Ⅰ風変りな少女Ⅰ風変りな少女Ⅰ    

((((女性専用ボイスチケット女性専用ボイスチケット女性専用ボイスチケット女性専用ボイスチケット))))    

    

声優：声優：声優：声優：池田池田池田池田    秀一秀一秀一秀一    

    

声優：声優：声優：声優：花澤花澤花澤花澤    香菜香菜香菜香菜    

    

【【【【キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン実施期間】実施期間】実施期間】実施期間】    

12 月24 日(水)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 



 

 

【【【【くじびき・特典くじびき・特典くじびき・特典くじびき・特典受取期間】受取期間】受取期間】受取期間】    

12 月24 日(水)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 

 

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/20141224/http://www.fezero.jp/campaign/20141224/http://www.fezero.jp/campaign/20141224/http://www.fezero.jp/campaign/20141224/    

    

    

    

    

    

        



 

 

『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/ 

    


