
 

 

平成27 年4 月8 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』』』』ををををはじはじはじはじめるなら今！めるなら今！めるなら今！めるなら今！    

超お得なアイテムが手に入る超お得なアイテムが手に入る超お得なアイテムが手に入る超お得なアイテムが手に入る「新兵大支援キャンペーン」「新兵大支援キャンペーン」「新兵大支援キャンペーン」「新兵大支援キャンペーン」スタートスタートスタートスタート    

「戦線復帰キャンペーン」「戦線復帰キャンペーン」「戦線復帰キャンペーン」「戦線復帰キャンペーン」ややややイベントイベントイベントイベント「「「「Crystal TunerCrystal TunerCrystal TunerCrystal Tuner」」」」などなどなどなど同時同時同時同時開催開催開催開催    

 

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、4 月 8 日(水)にアッ

プデートを実施いたします。    

    

『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』をはじめるなら今がチャンスゼロ』をはじめるなら今がチャンスゼロ』をはじめるなら今がチャンスゼロ』をはじめるなら今がチャンス    

「新兵大支援キャンペーン」を活用してお得にゲームを楽しもう！「新兵大支援キャンペーン」を活用してお得にゲームを楽しもう！「新兵大支援キャンペーン」を活用してお得にゲームを楽しもう！「新兵大支援キャンペーン」を活用してお得にゲームを楽しもう！    

 

 

本日4月8日(水)定期メンテナンス終了後から4月28日（火）定期メンテナンス開始前までの期間中、「新

兵大支援キャンペーン」を開催いたします。 

 

期間中に作成されたキャラクターを対象に、チュートリアルミッションをクリアすることで、通常はレベル

16 になるところをレベル 20 まで上昇させることができます。さらに、レベルアップするごとにキャラクター

育成を支援する様々なアイテムをプレゼントします。 

 

そのほか、新しくキャラクターを作成した際に、「大剣」や「銃」のスキルを習得する際に必要となる武器

を所持した状態ではじめることができますので、この機会にぜひ『ファンタジーアース ゼロ』をお楽しみく

ださい！ 

        



 

 

また、本キャンペーン期間中のオーブ購入額に応じて 2014 年までに実装しているヴィラーノルーレット

景品からお好きな武器をプレゼントするキャンペーンも実施いたします。どうぞお見逃しなく！ 

 

■「いきなりレベル■「いきなりレベル■「いきなりレベル■「いきなりレベル 20202020」で大支援」で大支援」で大支援」で大支援    

    期間中に作成したキャラクターでチュートリアルミッションを完了した後、各国首都に設置されているイベ

ント NPC に話しかけるとレベルを 20 まで上げることができます。 

    

■「大剣・■「大剣・■「大剣・■「大剣・銃銃銃銃がすぐできる」で大支援がすぐできる」で大支援がすぐできる」で大支援がすぐできる」で大支援    

 期間中は新規キャラクターを作成すると「大剣スキル」「銃スキル」を習得するために必要な武器を所持

した状態ではじめられます。 

 

■「超豪華アイテム」で大支援■「超豪華アイテム」で大支援■「超豪華アイテム」で大支援■「超豪華アイテム」で大支援    

期間中に作成したキャラクターがレベルアップするごとに総額7，000円相当の以下のアイテムをイベン

ト NPC から獲得することができます。 

 

レベルレベルレベルレベル    特典アイテム①特典アイテム①特典アイテム①特典アイテム①    特典アイテム②特典アイテム②特典アイテム②特典アイテム②    

20 キャンペーン防具セット 鍛錬の秘伝書×1 

21 パン×300 リジェネレート×200 鍛錬の秘伝書×1 

22 キャンペーン武器セット 鍛錬の秘伝書×1 

23 追憶の壺×1 鍛錬の秘伝書×2 

24 キャットイヤー(桃) (男女共通アクセサリ) 鍛錬の秘伝書×2 

25 ハイリジェネレート×99 レアステーキ×50 鍛錬の秘伝書×2 

26 キャットテイル(桃) (男女共通アクセサリ) 鍛錬の秘伝書×3 

27 特製エンチャントセット R×1 鍛錬の秘伝書×3 

28 
グレイスポニーテール(金)(CP) 

ミディアムウルフ(金)（CP) 
鍛錬の秘伝書×3 

29 流転の羽×1 鍛錬の秘伝書×4 

30 ゴールドコイン 

 

  



 

 

 

【キャンペーン防具セット】【キャンペーン防具セット】【キャンペーン防具セット】【キャンペーン防具セット】    

※以下のうち特典受取キャラクターの性別とクラスに応じた防具セットが獲得できます。 

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】    

ダークメタルセットダークメタルセットダークメタルセットダークメタルセット(CP)(CP)(CP)(CP)    サイキックセットサイキックセットサイキックセットサイキックセット(CP)(CP)(CP)(CP)    

 
 

【スカウト防具】【スカウト防具】【スカウト防具】【スカウト防具】    

アポロセットアポロセットアポロセットアポロセット(CP)(CP)(CP)(CP)    タイガーセットタイガーセットタイガーセットタイガーセット(CP)(CP)(CP)(CP)    

  

【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】    

ネクロマンシヴセットネクロマンシヴセットネクロマンシヴセットネクロマンシヴセット(CP)(CP)(CP)(CP)    ネクロマンスセットネクロマンスセットネクロマンスセットネクロマンスセット(CP)(CP)(CP)(CP)    

 
 

【フェンサー防具】【フェンサー防具】【フェンサー防具】【フェンサー防具】    



 

 

セフォノデスセットセフォノデスセットセフォノデスセットセフォノデスセット(CP)(CP)(CP)(CP)    ステラタラムセットステラタラムセットステラタラムセットステラタラムセット(CP)(CP)(CP)(CP)    

        

【セスタス防具】【セスタス防具】【セスタス防具】【セスタス防具】    

サンタレムセットサンタレムセットサンタレムセットサンタレムセット(CP)(CP)(CP)(CP)    フランソアセットフランソアセットフランソアセットフランソアセット(CP)(CP)(CP)(CP)    

        

 

  



 

 

【キャンペーン武器セット】【キャンペーン武器セット】【キャンペーン武器セット】【キャンペーン武器セット】    

※以下の武器を「お試し武器セット」として一括で獲得できます。 

【ウォリアー】【ウォリアー】【ウォリアー】【ウォリアー】    

片手槌：トールハンマー片手槌：トールハンマー片手槌：トールハンマー片手槌：トールハンマー(CP)(CP)(CP)(CP)    

【ウォリアー】【ウォリアー】【ウォリアー】【ウォリアー】    

盾：チェッカーシールド盾：チェッカーシールド盾：チェッカーシールド盾：チェッカーシールド(CP)(CP)(CP)(CP)    

 

 

【ウォリアー】【ウォリアー】【ウォリアー】【ウォリアー】    

両手武器：マルス両手武器：マルス両手武器：マルス両手武器：マルス(CP)(CP)(CP)(CP)    

【ウォリアー】【ウォリアー】【ウォリアー】【ウォリアー】    

大剣：フランベルジュ大剣：フランベルジュ大剣：フランベルジュ大剣：フランベルジュ(CP)(CP)(CP)(CP)    

 
 

【スカウト】【スカウト】【スカウト】【スカウト】    

短剣：レベナントソーン短剣：レベナントソーン短剣：レベナントソーン短剣：レベナントソーン(CP)(CP)(CP)(CP)    

【スカウト】【スカウト】【スカウト】【スカウト】    

弓：ドルフィン弓：ドルフィン弓：ドルフィン弓：ドルフィン(CP)(CP)(CP)(CP)    

 
 

【スカウト】【スカウト】【スカウト】【スカウト】    

銃：スペルブローク銃：スペルブローク銃：スペルブローク銃：スペルブローク(CP)(CP)(CP)(CP)    

【ソーサラー】【ソーサラー】【ソーサラー】【ソーサラー】    

杖：ニンバス杖：ニンバス杖：ニンバス杖：ニンバス(CP)(CP)(CP)(CP)    



 

 

  

【ソーサラー】【ソーサラー】【ソーサラー】【ソーサラー】    

魔導具：バアル魔導具：バアル魔導具：バアル魔導具：バアル(CP)(CP)(CP)(CP)    

【フェンサー】【フェンサー】【フェンサー】【フェンサー】    

刺突剣：クラテロス刺突剣：クラテロス刺突剣：クラテロス刺突剣：クラテロス(CP)(CP)(CP)(CP)    

  

【セスタス】【セスタス】【セスタス】【セスタス】    

手甲：マクロシェリス手甲：マクロシェリス手甲：マクロシェリス手甲：マクロシェリス(CP)(CP)(CP)(CP)        

 

 

 

        



 

 

【アクセサリ】【アクセサリ】【アクセサリ】【アクセサリ】    

キャットイヤーキャットイヤーキャットイヤーキャットイヤー((((桃桃桃桃))))    キャットテイルキャットテイルキャットテイルキャットテイル((((桃桃桃桃))))    

        

ミディアムウルフミディアムウルフミディアムウルフミディアムウルフ((((金金金金))))（（（（CPCPCPCP））））    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((((金金金金))))（（（（CPCPCPCP））））    

        

    

    

■「オーブチャージ特典」で大支援！！■「オーブチャージ特典」で大支援！！■「オーブチャージ特典」で大支援！！■「オーブチャージ特典」で大支援！！    

＜キャンペーン①＜キャンペーン①＜キャンペーン①＜キャンペーン①    オーブチャージで「ヴィラーノルーレット景品武器」がもらえる大チャンス！＞オーブチャージで「ヴィラーノルーレット景品武器」がもらえる大チャンス！＞オーブチャージで「ヴィラーノルーレット景品武器」がもらえる大チャンス！＞オーブチャージで「ヴィラーノルーレット景品武器」がもらえる大チャンス！＞    

期間中のオーブ購入額に応じてゲーム内の 2014 年までにヴィラーノルーレットに出現した「武器」と交

換できる【ヴィラーノ武器チケット】を獲得することができます。 

 

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    

3,0003,0003,0003,000 円以上円以上円以上円以上    ヴィラーノヴィラーノヴィラーノヴィラーノ武器チケット×武器チケット×武器チケット×武器チケット×1111    

5,0005,0005,0005,000 円以上円以上円以上円以上    ヴィラーノヴィラーノヴィラーノヴィラーノ武器チケット×武器チケット×武器チケット×武器チケット×1111    

10,00010,00010,00010,000 円以上円以上円以上円以上    ヴィラーノヴィラーノヴィラーノヴィラーノ武器チケット×武器チケット×武器チケット×武器チケット×2222    

※条件を満たしたものはすべて獲得できますので、5,000 円以上購入で合計2 枚、10,000 円以上購入で合

計4 枚のヴィラーノ武器チケットを獲得することができます。 

 

        



 

 

＜キャンペーン②＜キャンペーン②＜キャンペーン②＜キャンペーン②    初めてオーブをチャージするなら今がチャンス！＞初めてオーブをチャージするなら今がチャンス！＞初めてオーブをチャージするなら今がチャンス！＞初めてオーブをチャージするなら今がチャンス！＞    

期間中、これまでにオーブを購入したことがないアカウントでオーブを購入すると、キャンペーン①の

【ヴィラーノ武器チケット】に加えて「密書セット」をプレゼントいたします！

 

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    

3,0003,0003,0003,000 円以上円以上円以上円以上    密書セット×密書セット×密書セット×密書セット×1111    

5,0005,0005,0005,000 円以上円以上円以上円以上    密書セット×密書セット×密書セット×密書セット×1111    

10,00010,00010,00010,000 円以上円以上円以上円以上    密書セット×密書セット×密書セット×密書セット×2222    

※条件を満たしたものはすべて獲得できますので、5,000 円以上購入で合計2 個、10,000 円以上購入で合

計4 個の密書セットを獲得することができます。 

    

    

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

4 月8 日（水）定期メンテナンス終了後 から 5 月7 日（木）定期メンテナンス開始前 まで 

 

    

詳細は下記特設詳細は下記特設詳細は下記特設詳細は下記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/campaign/201http://www.fezero.jp/campaign/201http://www.fezero.jp/campaign/201http://www.fezero.jp/campaign/20155550400400400408888////    

    

    

    

        



 

 

しばらくメルファリアから離れていた兵士の皆様に朗報しばらくメルファリアから離れていた兵士の皆様に朗報しばらくメルファリアから離れていた兵士の皆様に朗報しばらくメルファリアから離れていた兵士の皆様に朗報    

お得なアイテムを貰って久しぶりに『ファンタジーアースお得なアイテムを貰って久しぶりに『ファンタジーアースお得なアイテムを貰って久しぶりに『ファンタジーアースお得なアイテムを貰って久しぶりに『ファンタジーアース    ゼロ』を楽しもう！ゼロ』を楽しもう！ゼロ』を楽しもう！ゼロ』を楽しもう！    

    
本日4 月8 日(水)定期メンテナンス終了後より『ファンタジーアース ゼロ』をしばらくプレイしていなかっ

た方に向けて「戦線復帰キャンペーン」を実施いたします。 

    

2015年2月18日(水)以降、『ファンタジーアース ゼロ』をプレイされていなかった方を対象に、キャンペ

ーン期間中にゲームへログインし、戦争に勝利すると以下のアイテムをプレゼントします。 

 

■特典内容■特典内容■特典内容■特典内容    

 ・ゴールドコイン 3 個 

 ・追憶の壺 1 個 

 ・流転の羽 1 個 

 ・ハイリジェネレート×99 1 セット 

 ・ハイパワーポット×99 1 セット 

 ・特製エンチャントセット R 1 セット 

    

■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    

 4 月8 日(水)定期メンテナンス終了後 から 

 4 月28 日(火)定期メンテナンス開始前 まで 

 

 

 

詳細は詳細は詳細は詳細は下記の本キャンペーン下記の本キャンペーン下記の本キャンペーン下記の本キャンペーン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/campaign/201http://www.fezero.jp/campaign/201http://www.fezero.jp/campaign/201http://www.fezero.jp/campaign/20155550000408408408408____2222////    

        



 

 

戦争に参戦して「クリスタルの欠片」を集めよう！戦争に参戦して「クリスタルの欠片」を集めよう！戦争に参戦して「クリスタルの欠片」を集めよう！戦争に参戦して「クリスタルの欠片」を集めよう！    

アクセサリ化可能な新規防具「ウィングイヤーアクセサリ化可能な新規防具「ウィングイヤーアクセサリ化可能な新規防具「ウィングイヤーアクセサリ化可能な新規防具「ウィングイヤー((((黒黒黒黒))))」が貰える「」が貰える「」が貰える「」が貰える「Crystal TunerCrystal TunerCrystal TunerCrystal Tuner」」」」開始！開始！開始！開始！    

 

 

本日4 月8 日(水)定期メンテナンス終了後より、イベント「Crystal Tuner」を開始いたします。 

 

対象戦争に参戦して「クリスタルの欠片」を入手し、「クリスタルの欠片」をイベント NPC に渡すことで報

酬アイテムを生成してもらうことができます。 

 

報酬には、「クリスタルの欠片」1 個でランダムに報酬が得られるランダム生成と、「クリスタルの欠片」

指定数と交換ができる指定生成の 2 種類あり、ランダム生成では各種エンチャントや回復薬が獲得できま

す。 

指定生成では新規防具「ウィングイヤー(黒)」や、過去に実装している「エルフィンイヤー」や「エルフィン

マスク」、その他にゴールドコインなどの豪華アイテムを獲得することが可能です。 

    

【【【【    ランダム生成報酬一覧ランダム生成報酬一覧ランダム生成報酬一覧ランダム生成報酬一覧    】】】】    

    

        



 

 

【【【【    指定生成報酬一覧指定生成報酬一覧指定生成報酬一覧指定生成報酬一覧    】】】】    

    

        



 

 

【【【【    指定生成報酬装備詳細指定生成報酬装備詳細指定生成報酬装備詳細指定生成報酬装備詳細    】】】】    

ウィングイヤーウィングイヤーウィングイヤーウィングイヤー((((黒黒黒黒))))（男女共通頭装備）（男女共通頭装備）（男女共通頭装備）（男女共通頭装備）    エルフィンイヤーエルフィンイヤーエルフィンイヤーエルフィンイヤー（男女共通頭装備）（男女共通頭装備）（男女共通頭装備）（男女共通頭装備）    

  

エルフィンマスクエルフィンマスクエルフィンマスクエルフィンマスク((((男女共通頭装備男女共通頭装備男女共通頭装備男女共通頭装備))))    レッドエルフィンマスクレッドエルフィンマスクレッドエルフィンマスクレッドエルフィンマスク((((男女共通頭装備男女共通頭装備男女共通頭装備男女共通頭装備))))    

  

エルフィンウィングイヤーエルフィンウィングイヤーエルフィンウィングイヤーエルフィンウィングイヤー((((男女共通頭装備男女共通頭装備男女共通頭装備男女共通頭装備))))    エルフィンブルーピアスエルフィンブルーピアスエルフィンブルーピアスエルフィンブルーピアス((((男女共通頭装備男女共通頭装備男女共通頭装備男女共通頭装備))))    

  

 

    

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

 2015 年4 月8 日(水)定期メンテナンス終了後 から 

 2015 年4 月22 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ののの特設ページ特設ページ特設ページ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/http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/event/20150408event/20150408event/20150408event/20150408    

    



 

 

        

『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/ 

    


