
 

 

平成27 年4 月22 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』』』』「「「「ヴィラーノルーレットヴィラーノルーレットヴィラーノルーレットヴィラーノルーレット」」」」更新更新更新更新！！！！    

中華風防具とリファインカラー武器が登場する中華風防具とリファインカラー武器が登場する中華風防具とリファインカラー武器が登場する中華風防具とリファインカラー武器が登場するほか、ほか、ほか、ほか、木々が広がる新マップを実装木々が広がる新マップを実装木々が広がる新マップを実装木々が広がる新マップを実装    

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22日(水)にアッ

プデートを実施いたします。    

    

「ヴィラーノルーレット」の景品ラインアップを更新「ヴィラーノルーレット」の景品ラインアップを更新「ヴィラーノルーレット」の景品ラインアップを更新「ヴィラーノルーレット」の景品ラインアップを更新    

中華風防具中華風防具中華風防具中華風防具 6666 点追加およびリファインカラー武器を点追加およびリファインカラー武器を点追加およびリファインカラー武器を点追加およびリファインカラー武器を 10101010 点実装！点実装！点実装！点実装！    

 

 

本日4 月22 日(水)定期メンテナンスにて、「ヴィラーノルーレット」を更新いたします。 

 

今回はフェンサー、セスタス、クラス共通のニューデザイン防具が男女計6点登場します。いずれも春ら

しい、華やかな防具に仕上がっております。 

また、過去に「ヴィラーノルーレット」で登場した人気武器のリファインカラーを、新たにラインアップへ追

加します。赤を基調としたデザインから、爽やかな青をベースとした新カラーとなって登場する武器 10 点

に、ぜひご注目ください。 

        



 

 

■■■■ヴィラーノルーレット更新ラインアップヴィラーノルーレット更新ラインアップヴィラーノルーレット更新ラインアップヴィラーノルーレット更新ラインアップ    

【【【【    ニューデザインニューデザインニューデザインニューデザイン防具防具防具防具    】】】】    

男性男性男性男性    女性女性女性女性    

【【【【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】】】】    

青装束セット青装束セット青装束セット青装束セット    淡墨セット淡墨セット淡墨セット淡墨セット    

 

 

【【【【セスタスセスタスセスタスセスタス防具防具防具防具】】】】    

飛花セット飛花セット飛花セット飛花セット    常花セット常花セット常花セット常花セット    

 

 

【【【【クラス共通防具クラス共通防具クラス共通防具クラス共通防具】】】】    

叢雲セット叢雲セット叢雲セット叢雲セット    真珠雲セット真珠雲セット真珠雲セット真珠雲セット    

  

  



 

 

【【【【    リファインカラー武器リファインカラー武器リファインカラー武器リファインカラー武器    】】】】    

【ウォリアー】【ウォリアー】【ウォリアー】【ウォリアー】    

片手片手片手片手斧斧斧斧：：：：ゼノンウォーピックゼノンウォーピックゼノンウォーピックゼノンウォーピック    

【ウォリアー】【ウォリアー】【ウォリアー】【ウォリアー】    

盾：盾：盾：盾：ゼノンシールドゼノンシールドゼノンシールドゼノンシールド    

 

 

【ウォリアー】【ウォリアー】【ウォリアー】【ウォリアー】    

両手武器：両手武器：両手武器：両手武器：シンハアックスシンハアックスシンハアックスシンハアックス    

【ウォリアー】【ウォリアー】【ウォリアー】【ウォリアー】    

大剣：大剣：大剣：大剣：グランスパーダグランスパーダグランスパーダグランスパーダ    

 
 

【スカウト】【スカウト】【スカウト】【スカウト】    

短剣：短剣：短剣：短剣：トロワオングルトロワオングルトロワオングルトロワオングル    

【スカウト】【スカウト】【スカウト】【スカウト】    

弓：弓：弓：弓：フィーネアルコフィーネアルコフィーネアルコフィーネアルコ    

 

 

【スカウト】【スカウト】【スカウト】【スカウト】    

銃：銃：銃：銃：フリントロックフリントロックフリントロックフリントロック    

【ソーサラー】【ソーサラー】【ソーサラー】【ソーサラー】    

杖：杖：杖：杖：サジェスクロスサジェスクロスサジェスクロスサジェスクロス    



 

 

 

 

【ソーサラー】【ソーサラー】【ソーサラー】【ソーサラー】    

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：フローテバトンフローテバトンフローテバトンフローテバトン    

【フェンサー】【フェンサー】【フェンサー】【フェンサー】    

刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：サイレンスエペサイレンスエペサイレンスエペサイレンスエペ    

  

【セスタス】【セスタス】【セスタス】【セスタス】    

手甲：手甲：手甲：手甲：フィクシィメレナフィクシィメレナフィクシィメレナフィクシィメレナ        

 

 

 

    

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記のラインアップページのラインアップページのラインアップページのラインアップ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/rouletterouletterouletteroulette////    



 

 

戦争へ貢献してワールド戦争へ貢献してワールド戦争へ貢献してワールド戦争へ貢献してワールド 1111 の兵士を目指せ！の兵士を目指せ！の兵士を目指せ！の兵士を目指せ！    

イベント「イベント「イベント「イベント「Go for the TOPGo for the TOPGo for the TOPGo for the TOP！！！！！！！！」実施」実施」実施」実施    

    

4 月24 日(金)20：00 より、イベント「Go for the TOP！！」を実施いたします。 

 

イベント期間中、通常戦争で獲得した「総合」「戦闘貢献」「領域貢献」「支援貢献」の最高スコアを競い合

います。最終集計時点で上位のキャラクターに対しては「ゴールドコイン」などの豪華報酬をプレゼント！   

この機会に戦争へ参戦して、戦争で活躍できる兵士を目指そう。 

 

■対象戦争■対象戦争■対象戦争■対象戦争    

 以下の期間中の通常戦争にて獲得したスコアが対象となります。 

 ・4 月24 日(金)20：00 から 翌1：00 まで 

 ・4 月25 日(土)20：00 から 翌1：00 まで 

 ・4 月26 日(日)20：00 から 翌1：00 まで 

 

■報酬一覧■報酬一覧■報酬一覧■報酬一覧    

【戦闘貢献・領域貢献・支援貢献】【戦闘貢献・領域貢献・支援貢献】【戦闘貢献・領域貢献・支援貢献】【戦闘貢献・領域貢献・支援貢献】    

順位順位順位順位    報酬内容報酬内容報酬内容報酬内容    

1111 位～位～位～位～3333 位位位位    ゴールドコイン×1 

4444 位～位～位～位～10101010 位位位位    シルバーコイン×5 

11111111 位～位～位～位～50505050 位位位位    シルバーコイン×3 

【総合】【総合】【総合】【総合】    

順位順位順位順位    報酬内容報酬内容報酬内容報酬内容    

1111 位～位～位～位～3333 位位位位    ゴールドコイン×2 

4444 位～位～位～位～10101010 位位位位    ゴールドコイン×1 

11111111 位～位～位～位～50505050 位位位位    シルバーコイン×5 

    

■実施期間■実施期間■実施期間■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】【イベント実施期間】    

4 月24 日(金)20：00 から 4 月27 日(月)午前 1：00 まで 

【報酬アイテム配布】【報酬アイテム配布】【報酬アイテム配布】【報酬アイテム配布】    

4 月28 日(火)定期メンテナンス時 

 

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_eventview.aspx?seq=1135http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=1135http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=1135http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=1135    



 

 

    

「新兵大支援キャンペーン」の実施期間は残り「新兵大支援キャンペーン」の実施期間は残り「新兵大支援キャンペーン」の実施期間は残り「新兵大支援キャンペーン」の実施期間は残りわずかわずかわずかわずか！！！！    

新たに開始する「新兵大支援ラストスパートキャンペーン」で一気にキャラクターを育てよう新たに開始する「新兵大支援ラストスパートキャンペーン」で一気にキャラクターを育てよう新たに開始する「新兵大支援ラストスパートキャンペーン」で一気にキャラクターを育てよう新たに開始する「新兵大支援ラストスパートキャンペーン」で一気にキャラクターを育てよう    

    
 

本日4月22日(水)定期メンテナンス終了後より、「新兵大支援ラストスパートキャンペーン」を実施いたし

ます。 

期間中は、通常戦争および一部任務戦争（城門戦・砦戦）終了時の獲得経験値が【 2 倍 】になるほか、

通常戦争終了時に特別な戦後報酬を獲得することができるようになります。 

 

現在実施中の「新兵大支援キャンペーン」も残り 1 週間！ レベルアップ報酬がゲットできるよう、本キャ

ンペーンを活用して、キャラクター育成のラストスパートをかけよう！ 

 

■戦後報酬ラインアップ■戦後報酬ラインアップ■戦後報酬ラインアップ■戦後報酬ラインアップ    

    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    

    

埋蔵金埋蔵金埋蔵金埋蔵金    
発掘された古い貨幣。これを使って買い物をすることはできないが 

歴史的に価値があるため道具屋などで買い取りをしてくれる。 

    

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    
集めるとゴールドコインの代わりになる角型補助コイン。 

※勝利時のみ、出現する可能性があります。 

    

強靭の石強靭の石強靭の石強靭の石    装備強化アイテム。武器の性能をアップさせる。 

    

強固の石強固の石強固の石強固の石    装備強化アイテム。防具の性能をアップさせる。 

    

穿孔の石穿孔の石穿孔の石穿孔の石    装備強化アイテム。エンチャントスロットを拡張します。 



 

 

    

報酬の秘伝書報酬の秘伝書報酬の秘伝書報酬の秘伝書    
使用してから 1 回だけ、戦争後の獲得リングが 3 倍になる 

秘伝の書物。効果回数はストックできる。 

    

中級回復セット中級回復セット中級回復セット中級回復セット    
中級回復アイテム詰め合わせ。 

リジェネレート 50 個、パワーポット 50 個、ベーコン 50 個 

    

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    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    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。 

    

リジェネレートリジェネレートリジェネレートリジェネレート    
4 秒毎に HP を幾分回復する魔法の薬。持続時間は不安定。 

他の薬と併用できない。 

    

パワーポットパワーポットパワーポットパワーポット    
4 秒毎に Pw を幾分回復する魔法の秘薬。持続時間は不安定。 

他の薬と併用できない。 

    

■実施期間■実施期間■実施期間■実施期間    

    4 月22 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_eventview.aspx?seq=1133http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=1133http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=1133http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=1133    

    

 



 

 

木々が広がる林道マップ木々が広がる林道マップ木々が広がる林道マップ木々が広がる林道マップを新たに実装を新たに実装を新たに実装を新たに実装 

視界を遮る木々を利用し視界を遮る木々を利用し視界を遮る木々を利用し視界を遮る木々を利用し、、、、相手に奇襲をしかけよう相手に奇襲をしかけよう相手に奇襲をしかけよう相手に奇襲をしかけよう！！！！    

    

本日4 月22 日(水)定期メンテナンスにて、新たなマップを実装いたします。 

 

今回登場する新規地形は林道をテーマとしており、障害物となる木々が多く、視界が通り辛いという点

が特徴的です。一方で視界の開けている場所もあるなど、同一マップ内でもエリアごとに変化に富んだ地

形となっております。 

 

新しいマップで戦争に参戦し、戦略を練って勝利を掴み取ろう！ 

 

■マップ変更対象フィールド■マップ変更対象フィールド■マップ変更対象フィールド■マップ変更対象フィールド    

・クラウス山脈 

・オリオン廃街 

 

■新規マップ■新規マップ■新規マップ■新規マップ    イメージイメージイメージイメージ    

 

マップ中央では東西南北からの道がぶつかる十字道があり、十字の周りの高所からの奇襲を仕掛けるこ

とができるため、地形を生かした戦い方をできる。 



 

 

 

 

北東には 1 本の川が流れる緩やかな地形となっており、平地戦を行うには恰好の場となる。 

 

 

北東に比べ起伏の激しい地形と湖が存在している、中央同様に地形をうまく活かした戦術が有効となる。 

    

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=697http://www.fezero.jp/notice_updateview.aspx?seq=697http://www.fezero.jp/notice_updateview.aspx?seq=697http://www.fezero.jp/notice_updateview.aspx?seq=697    

    

    

    

        



 

 

『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/ 

    

    


