
 

 

平成27 年2 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』』』』    アクセサリ枠が最大アクセサリ枠が最大アクセサリ枠が最大アクセサリ枠が最大 4444 枠へ拡張！枠へ拡張！枠へ拡張！枠へ拡張！    

「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」」」」上位入賞作品が実装されるほか、お得な上位入賞作品が実装されるほか、お得な上位入賞作品が実装されるほか、お得な上位入賞作品が実装されるほか、お得なキャンペーンを開催キャンペーンを開催キャンペーンを開催キャンペーンを開催    

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、2月25日(水)にアッ

プデートを実施いたします。    

    

装備できる装備できる装備できる装備できるアクセサリ枠アクセサリ枠アクセサリ枠アクセサリ枠数数数数がががが 2222 枠から最大枠から最大枠から最大枠から最大4444 枠に！枠に！枠に！枠に！    

さらに「デザインコンテストさらに「デザインコンテストさらに「デザインコンテストさらに「デザインコンテスト’’’’14141414」」」」受賞作品実装受賞作品実装受賞作品実装受賞作品実装ととととアップデート記念キャンペーンを開催アップデート記念キャンペーンを開催アップデート記念キャンペーンを開催アップデート記念キャンペーンを開催    

 

 

本日2 月25 日(水)定期メンテナンスにて、アクセサリ枠拡張アップデートを実施いたします。 

 

これまでは同時に 2 個までしか装備できなかったアクセサリが、本アップデート以降は最大 4 個まで装

備可能となります。拡張枠は専用アイテムを NPC へ渡すことによって使用できます。 

 

アクセサリ枠拡張の専用アイテムはオーブでの販売となりますが、アップデートを記念したキャンペー

ンを通じて、「アクセサリ枠拡張券」を 1 枚獲得することもできます。 

 

また、2014 年に実施した「デザインコンテスト’14」上位入賞作品が、アクセサリ枠拡張に併せて実装と

なります。その他にも、「ノナの銀糸」によってアクセサリ化できる実装済み頭装備が多数増加し、キャラク

ターのコーディネートの幅がぐんと広がるアップデートとなっています。 

 

この機会にキャラクターを素敵に着飾って、戦場を駆け巡ろう！ 

        



 

 

■アクセサリ枠拡張用アイテム■アクセサリ枠拡張用アイテム■アクセサリ枠拡張用アイテム■アクセサリ枠拡張用アイテム    販売開始販売開始販売開始販売開始    

アクセサリ枠の拡張に必要となる「アクセサリ枠拡張証」を道具屋NPC にて販売いたします。 

専用NPC に渡すことで「アクセサリ枠拡張証」1 枚につき 1 枠、最大で 2 枠拡張できます。 

 

アイコンアイコンアイコンアイコン    アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    価格価格価格価格    アイテム説明アイテム説明アイテム説明アイテム説明    

 

アクセサリ枠拡張証 78A 
アクセサリ装備枠を拡張 

するのに必要な券。 

    

■■■■「「「「アクセサリ枠拡張記念キャンペーンアクセサリ枠拡張記念キャンペーンアクセサリ枠拡張記念キャンペーンアクセサリ枠拡張記念キャンペーン」」」」    開始開始開始開始    

期間中に対象戦争（通常戦争・城門戦・砦戦）へ参戦すると1ポイント、勝利するとさらに1ポイント、参戦ポ

イントを獲得することができます。参戦ポイントを10ポイントためると、「アクセサリ枠拡張券」を1枚プレゼ

ントします。お得なこのキャンペーンをお見逃しなく！ 

 

アイコンアイコンアイコンアイコン    アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    アイテム説明アイテム説明アイテム説明アイテム説明    

 

アクセサリ枠拡張券 
アクセサリ装備枠を拡張 

するのに必要な券。 

 

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

2 月25 日(水)定期メンテナンス終了後 から 3 月11 日(水)定期メンテナンス開始前 まで 

    

■「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」」」」    受賞作品実装受賞作品実装受賞作品実装受賞作品実装    

2014 年に開催した「デザインコンテスト’14」にて「最優秀デザイン賞」「ゲームポット特別賞」「優秀賞」を受

賞した作品を実装いたします。いずれもオーブでの販売となります。 

 

【【【【    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    「アンティークなインカム」「アンティークなインカム」「アンティークなインカム」「アンティークなインカム」    】】】】    

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    

アンティークインカムアンティークインカムアンティークインカムアンティークインカム((((白白白白))))    アンティークインカムアンティークインカムアンティークインカムアンティークインカム((((黒黒黒黒))))    

  

※国旗マークは、装備キャラクターの所属国家に対応したものが表示されます。 

    

        



 

 

【【【【    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    「片目隠れちゃう系女子」「片目隠れちゃう系女子」「片目隠れちゃう系女子」「片目隠れちゃう系女子」    】】】】    

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    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    

モノアイゴシックヘア♂モノアイゴシックヘア♂モノアイゴシックヘア♂モノアイゴシックヘア♂    モノアイゴシックヘア♀モノアイゴシックヘア♀モノアイゴシックヘア♀モノアイゴシックヘア♀    

 
 

シルバーシルバーシルバーシルバーゴシックヘア♂ゴシックヘア♂ゴシックヘア♂ゴシックヘア♂    シルバーシルバーシルバーシルバーゴシックヘア♀ゴシックヘア♀ゴシックヘア♀ゴシックヘア♀    

  

アンバーアンバーアンバーアンバーゴシックヘア♂ゴシックヘア♂ゴシックヘア♂ゴシックヘア♂    アンバーアンバーアンバーアンバーゴシックヘア♀ゴシックヘア♀ゴシックヘア♀ゴシックヘア♀    

  

ブラウンブラウンブラウンブラウンゴシックヘア♂ゴシックヘア♂ゴシックヘア♂ゴシックヘア♂    ブラウンブラウンブラウンブラウンゴシックヘア♀ゴシックヘア♀ゴシックヘア♀ゴシックヘア♀    

  

    

        



 

 

【優秀賞【優秀賞【優秀賞【優秀賞    クリスタル採掘セット】クリスタル採掘セット】クリスタル採掘セット】クリスタル採掘セット】    

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    

クリスタル採掘セットクリスタル採掘セットクリスタル採掘セットクリスタル採掘セット((((茶茶茶茶))))    クリスタル採掘セットクリスタル採掘セットクリスタル採掘セットクリスタル採掘セット((((白白白白))))    

  

クリスタル採掘セットクリスタル採掘セットクリスタル採掘セットクリスタル採掘セット((((黒黒黒黒))))    クリスタル採掘セットクリスタル採掘セットクリスタル採掘セットクリスタル採掘セット((((桃桃桃桃))))    

 

 

    

【優秀賞【優秀賞【優秀賞【優秀賞    金細工の羽】金細工の羽】金細工の羽】金細工の羽】    

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    

金細工の羽金細工の羽金細工の羽金細工の羽    銀細工の羽銀細工の羽銀細工の羽銀細工の羽    

  

  



 

 

ミスリルの羽ミスリルの羽ミスリルの羽ミスリルの羽    ジュエリージュエリージュエリージュエリーのののの羽羽羽羽    

 
 

    

【優秀賞【優秀賞【優秀賞【優秀賞    必死にしがみつくでぶ猫】必死にしがみつくでぶ猫】必死にしがみつくでぶ猫】必死にしがみつくでぶ猫】    

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    

必死にしがみつくでぶ猫必死にしがみつくでぶ猫必死にしがみつくでぶ猫必死にしがみつくでぶ猫    必死にしがみつく縞猫必死にしがみつく縞猫必死にしがみつく縞猫必死にしがみつく縞猫    

 
 

必死にしがみつく黒猫必死にしがみつく黒猫必死にしがみつく黒猫必死にしがみつく黒猫    必死にしがみつく白猫必死にしがみつく白猫必死にしがみつく白猫必死にしがみつく白猫    

 
 

必死にしがみつく必死にしがみつく必死にしがみつく必死にしがみつく灰猫灰猫灰猫灰猫    必死にしがみつく必死にしがみつく必死にしがみつく必死にしがみつくハチワレハチワレハチワレハチワレ    

 
 

    



 

 

【【【【    優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞    「アフロヘアー」「アフロヘアー」「アフロヘアー」「アフロヘアー」    】】】】    

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    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    

メンズアフロヘアメンズアフロヘアメンズアフロヘアメンズアフロヘア    レディスアフロヘアレディスアフロヘアレディスアフロヘアレディスアフロヘア    

 
 

    

【優秀賞【優秀賞【優秀賞【優秀賞    Sheep hairSheep hairSheep hairSheep hair】】】】    

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    

シープヘアシープヘアシープヘアシープヘア    シープヘアシープヘアシープヘアシープヘア((((黄黄黄黄))))    

  

シープヘアシープヘアシープヘアシープヘア((((茶茶茶茶))))    シープヘアシープヘアシープヘアシープヘア((((焦茶焦茶焦茶焦茶))))    

  

  



 

 

シープヘアシープヘアシープヘアシープヘア((((黒黒黒黒))))    シープヘアシープヘアシープヘアシープヘア((((金金金金))))    

  

シープヘアシープヘアシープヘアシープヘア((((銀銀銀銀))))    

 

 

 
    

【優秀賞【優秀賞【優秀賞【優秀賞    おやすみメリーさん】おやすみメリーさん】おやすみメリーさん】おやすみメリーさん】    

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    

おやすみメリーさんおやすみメリーさんおやすみメリーさんおやすみメリーさん    おやすみメリーさんおやすみメリーさんおやすみメリーさんおやすみメリーさん((((黒黒黒黒))))    

  

おやすみメリーさんおやすみメリーさんおやすみメリーさんおやすみメリーさん((((桃桃桃桃))))    

    

 

    



 

 

【優秀賞【優秀賞【優秀賞【優秀賞    薔薇のぜんまい仕掛け】薔薇のぜんまい仕掛け】薔薇のぜんまい仕掛け】薔薇のぜんまい仕掛け】    

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    

薔薇のぜんまい仕掛け薔薇のぜんまい仕掛け薔薇のぜんまい仕掛け薔薇のぜんまい仕掛け    薔薇のぜんまい仕掛け銀薔薇のぜんまい仕掛け銀薔薇のぜんまい仕掛け銀薔薇のぜんまい仕掛け銀    

 
 

薔薇のぜんまい仕掛け黒薔薇のぜんまい仕掛け黒薔薇のぜんまい仕掛け黒薔薇のぜんまい仕掛け黒    薔薇のぜんまい仕掛け桃薔薇のぜんまい仕掛け桃薔薇のぜんまい仕掛け桃薔薇のぜんまい仕掛け桃    

 
 

    

【優秀賞【優秀賞【優秀賞【優秀賞    魔法のアイマスク】魔法のアイマスク】魔法のアイマスク】魔法のアイマスク】    

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    

魔法のアイマスク魔法のアイマスク魔法のアイマスク魔法のアイマスク    魔法のアイマスク魔法のアイマスク魔法のアイマスク魔法のアイマスク((((赤赤赤赤))))    

  

  



 

 

魔法のアイマスク魔法のアイマスク魔法のアイマスク魔法のアイマスク((((茶茶茶茶))))    魔法のアイマスク魔法のアイマスク魔法のアイマスク魔法のアイマスク((((紫紫紫紫))))    

 
 

魔法のアイマスク魔法のアイマスク魔法のアイマスク魔法のアイマスク((((緑緑緑緑))))    魔法のアイマスク魔法のアイマスク魔法のアイマスク魔法のアイマスク((((黄黄黄黄))))    

 
 

※装備時およびスキル使用時に魔法陣が発光します。 

    

■実装済み頭装備■実装済み頭装備■実装済み頭装備■実装済み頭装備    アクセサリ化対応アクセサリ化対応アクセサリ化対応アクセサリ化対応    

これまで「ノナの銀糸」でアクセサリ化できなかった実装済み頭装備が、本アップデートにて多数アクセサ

リ化できるようになります。 

    

クラウン 2 種 ローズ 4 種 ビスカス 4 種 

   

グラス 2 種 記念防具ヘッド 8 種 

  

プルイヤー 5 種 パピーイヤー 5 種 ビーグゥイヤー 5 種 

   

  



 

 

コギーイヤー 5 種 プードイヤー 5 種 ボクサーイヤー 5 種 

   

フォックスイヤー 6 種 ラビットイヤー 3 種 

  

ラクーンドッグイヤー 2 種 ロップイヤー 2 種 ラッフルヘッドドレス 

   

サマールージュバンド 

 

 

【「ノナの銀糸」とは】【「ノナの銀糸」とは】【「ノナの銀糸」とは】【「ノナの銀糸」とは】    

各国首都に設置されている NPC「鍛冶錬金屋ウィンバック」を通じて、頭装備をアクセサリに変化させるた

めに必要となるオーブアイテムです。「ノナの銀糸」は各国首都およびヴィネル島の道具屋で購入すること

ができます。 

    

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_newsview.aspx?seq=3789http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=3789http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=3789http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=3789    

        

        



 

 

「オーブ消費「オーブ消費「オーブ消費「オーブ消費dededede 武器武器武器武器GETGETGETGET キャンペーン」開始キャンペーン」開始キャンペーン」開始キャンペーン」開始    

キャンペーンを活用して、お得にオーブを消費して武器を手に入れよう！キャンペーンを活用して、お得にオーブを消費して武器を手に入れよう！キャンペーンを活用して、お得にオーブを消費して武器を手に入れよう！キャンペーンを活用して、お得にオーブを消費して武器を手に入れよう！    

 

 

本日2 月25 日(水)定期メンテナンス終了後より、「オーブ消費de 武器GET キャンペーン」を開始いたし

ます。 

 

期間中に消費した累計オーブ額に応じて、2013 年に開催したオフライン大会「バンクェット ～ Ultimate 

Battle 2013 ～」の視聴者特典武器と交換できる「特設武器チケット」をプレゼント。 

 

オーブアイテムの購入を検討されている方は、ぜひこのキャンペーンを活用してお得にお買い物をお

楽しみください。 

 

■交換対象武器■交換対象武器■交換対象武器■交換対象武器    一覧一覧一覧一覧    

 

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：破邪ノ竜剣片手剣：破邪ノ竜剣片手剣：破邪ノ竜剣片手剣：破邪ノ竜剣    盾：破邪ノ竜盾盾：破邪ノ竜盾盾：破邪ノ竜盾盾：破邪ノ竜盾    

  

  



 

 

両手槌：大地を穿つ竜ノ槌両手槌：大地を穿つ竜ノ槌両手槌：大地を穿つ竜ノ槌両手槌：大地を穿つ竜ノ槌    大剣：天つらぬく竜ノ大大剣：天つらぬく竜ノ大大剣：天つらぬく竜ノ大大剣：天つらぬく竜ノ大剣剣剣剣    

 
 

短剣：短剣：短剣：短剣：威を与えし竜ノ双剣威を与えし竜ノ双剣威を与えし竜ノ双剣威を与えし竜ノ双剣    弓：無窮なる竜ノ弓弓：無窮なる竜ノ弓弓：無窮なる竜ノ弓弓：無窮なる竜ノ弓    

  

銃：混沌を征す竜ノ砲銃銃：混沌を征す竜ノ砲銃銃：混沌を征す竜ノ砲銃銃：混沌を征す竜ノ砲銃    杖：叡智を司る竜ノ杖杖：叡智を司る竜ノ杖杖：叡智を司る竜ノ杖杖：叡智を司る竜ノ杖    

 
 

  



 

 

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：深淵へ誘う竜ノ魔導具深淵へ誘う竜ノ魔導具深淵へ誘う竜ノ魔導具深淵へ誘う竜ノ魔導具    刺突剣：疾風纏いし竜ノ刺突剣刺突剣：疾風纏いし竜ノ刺突剣刺突剣：疾風纏いし竜ノ刺突剣刺突剣：疾風纏いし竜ノ刺突剣    

  

手甲：闘神宿りし竜ノ手甲手甲：闘神宿りし竜ノ手甲手甲：闘神宿りし竜ノ手甲手甲：闘神宿りし竜ノ手甲    
 

 

 

 

 

■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実施期間】実施期間】実施期間】実施期間】    

2 月25 日(水)定期メンテナンス終了後 から 3 月4 日(水)定期メンテナンス開始前 まで 

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

2 月25 日(水)定期メンテナンス終了後 から 3 月11 日(水)定期メンテナンス開始前 まで 

 

詳細は下記特設ページをご覧ください。詳細は下記特設ページをご覧ください。詳細は下記特設ページをご覧ください。詳細は下記特設ページをご覧ください。    

http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/campaign/20150225/campaign/20150225/campaign/20150225/campaign/20150225/    

    



 

 

アクセサリを購入するなら今がチャンス！アクセサリを購入するなら今がチャンス！アクセサリを購入するなら今がチャンス！アクセサリを購入するなら今がチャンス！    

アクセサリ枠拡張記念「アクセサリアクセサリ枠拡張記念「アクセサリアクセサリ枠拡張記念「アクセサリアクセサリ枠拡張記念「アクセサリ各種大量各種大量各種大量各種大量セール」実施セール」実施セール」実施セール」実施    

 

    

本日2 月25 日(水) 定期メンテナンス終了後より、「アクセサリ各種大量セール」を実施いたします。 

 

期間中、オーブ販売のアクセサリ各種がセール価格になります。アクセサリ枠拡張に併せて、ウィッグ

やイヤリングなどの購入を検討されている方は、ぜひ本セール販売をご活用ください。 

 

■セール販売■セール販売■セール販売■セール販売    一覧一覧一覧一覧    

対象商品対象商品対象商品対象商品    通常価格通常価格通常価格通常価格    セール価格セール価格セール価格セール価格    

イヤリング各種 12A 10A 

オーバル各種 24A 21A 

エルフイヤー各種 32A 28A 

スタンドラビット各種 48A 43A 

キャットイヤー各種 48A 43A 

ウィッグ各種 48A 43A 

フォックステイル各種 80A 72A 

キャットテイル各種 80A 72A 

※「デザインコンテスト’14」受賞作品はセール販売対象外です。 

 

■実施期間■実施期間■実施期間■実施期間    

【【【【セール販売セール販売セール販売セール販売実施期間】実施期間】実施期間】実施期間】    

2 月25 日(水)定期メンテナンス終了後 から 3 月4 日(水)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_newsview.aspx?seq=3786http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=3786http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=3786http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=3786    

        

    

        



 

 

『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)2005-2015 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/ 

フロンティアタクティクス 

戦国武将姫 MURAMASA乱          

http://yahoo-mbga.jp/game/12021183/play 

http://yahoo-mbga.jp/game/12021838/play 

  

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/ 

    


