
 

 

平成27 年4 月28 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』』』』と『ブレイブリーセカンド』のコラボレーション開始と『ブレイブリーセカンド』のコラボレーション開始と『ブレイブリーセカンド』のコラボレーション開始と『ブレイブリーセカンド』のコラボレーション開始    

ブレイブリーセカンドの登場キャラになりきれるコラボブレイブリーセカンドの登場キャラになりきれるコラボブレイブリーセカンドの登場キャラになりきれるコラボブレイブリーセカンドの登場キャラになりきれるコラボルーレットルーレットルーレットルーレット第第第第 1111 弾弾弾弾    

今なら新規キャラクター作成でコラボ限定アイテム今なら新規キャラクター作成でコラボ限定アイテム今なら新規キャラクター作成でコラボ限定アイテム今なら新規キャラクター作成でコラボ限定アイテムが必ず貰えるが必ず貰えるが必ず貰えるが必ず貰える！！！！    

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28日(火)にアッ

プデートを実施いたします。    

    

『ブレイブリーセカンド』とのコラボレーション開始『ブレイブリーセカンド』とのコラボレーション開始『ブレイブリーセカンド』とのコラボレーション開始『ブレイブリーセカンド』とのコラボレーション開始    

コラボルーレットコラボルーレットコラボルーレットコラボルーレット、、、、コラボイベントとコラボイベントとコラボイベントとコラボイベントと内容内容内容内容盛りだくさん！盛りだくさん！盛りだくさん！盛りだくさん！    

    
 

本日4 月28 日(火)定期メンテナンス終了後から 5 月27 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

『ブレイブリーセカンド』×『ファンタジーアース ゼロ』コラボレーションを実施いたします！ 

 

■■■■限定限定限定限定ルーレット「ブレイブリーセカンドルーレット「ブレイブリーセカンドルーレット「ブレイブリーセカンドルーレット「ブレイブリーセカンド    ルーレット」ルーレット」ルーレット」ルーレット」第第第第1111 弾弾弾弾    

『ブレイブリーセカンド』に登場するキャラクター、ジョブをモチーフとしたコラボレーション装備が獲得で

きるルーレットが期間限定で登場します。第1弾は、主人公である「ユウ・ゼネオルシア」、魔王バスターの

名を持つ「マグノリア・アーチ」をモチーフにした装備や「パティシエ」「トマホーク」などのジョブをモチーフ

にした装備が登場いたします！  

 

【ルーレット実施期間【ルーレット実施期間【ルーレット実施期間【ルーレット実施期間    】】】】    

 2015 年4 月28 日(火)定期メンテナンス終了後から 

 2015 年5 月27 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

  



 

 

 

【【【【    「「「「ブレイブリーセカンドブレイブリーセカンドブレイブリーセカンドブレイブリーセカンド    ルーレット」ルーレット」ルーレット」ルーレット」第第第第1111 弾弾弾弾ラインアップラインアップラインアップラインアップ    】】】】 

共通防具共通防具共通防具共通防具    

男性装備男性装備男性装備男性装備    女性装備女性装備女性装備女性装備    

疾風のファルコンセット疾風のファルコンセット疾風のファルコンセット疾風のファルコンセット 魔王バスター魔王バスター魔王バスター魔王バスターセットセットセットセット 

  

皇帝オブリビオンセット皇帝オブリビオンセット皇帝オブリビオンセット皇帝オブリビオンセット    近衛師団長セット近衛師団長セット近衛師団長セット近衛師団長セット    

  

正教公国統一軍装正教公国統一軍装正教公国統一軍装正教公国統一軍装セットセットセットセット    魔族少女の雨合羽魔族少女の雨合羽魔族少女の雨合羽魔族少女の雨合羽セットセットセットセット    

 
 

BSBSBSBS スーパースタースーパースタースーパースタースーパースター♂セットセットセットセット    BSBSBSBS スーパースタースーパースタースーパースタースーパースター♀セットセットセットセット    

  



 

 

 

BSBSBSBS トマホークトマホークトマホークトマホーク♂セットセットセットセット    BSBSBSBS トマホークトマホークトマホークトマホーク♀セットセットセットセット    

        
BSBSBSBS パティシエパティシエパティシエパティシエ♂セットセットセットセット    BSBSBSBS パティシエパティシエパティシエパティシエ♀セットセットセットセット    

        

    

武器武器武器武器    

片手剣片手剣片手剣片手剣：：：：伊勢守伊勢守伊勢守伊勢守    盾盾盾盾：：：：伊勢守伊勢守伊勢守伊勢守の鞘の鞘の鞘の鞘    

 
  
  

  
 

両手両手両手両手斧斧斧斧：：：：ムーングレイヴムーングレイヴムーングレイヴムーングレイヴ    大剣：大剣：大剣：大剣：レボルシオンレボルシオンレボルシオンレボルシオン    

        
  



 

 

短剣短剣短剣短剣：：：：スウィートキッススウィートキッススウィートキッススウィートキッス    弓：疾風の弓弓：疾風の弓弓：疾風の弓弓：疾風の弓    

        
銃銃銃銃：：：：SSSS アクスライフルアクスライフルアクスライフルアクスライフル    杖：ガンバンテイン杖：ガンバンテイン杖：ガンバンテイン杖：ガンバンテイン    

        
魔導具：アンネ魔導具：アンネ魔導具：アンネ魔導具：アンネ    刺突剣：ドゥームズデイ刺突剣：ドゥームズデイ刺突剣：ドゥームズデイ刺突剣：ドゥームズデイ    

        
手甲：カプカプグローブ手甲：カプカプグローブ手甲：カプカプグローブ手甲：カプカプグローブ        

    

    

 

■限定ルーレット「ブレイブリーデフォルトルーレット」再販■限定ルーレット「ブレイブリーデフォルトルーレット」再販■限定ルーレット「ブレイブリーデフォルトルーレット」再販■限定ルーレット「ブレイブリーデフォルトルーレット」再販    

2013 年に実施した「ブレイブリーデフォルト フォーザ・シークウェル×ブレイブリーデフォルト プレイン

グ・ブレージュ」とのコラボレーション時に登場した第3 弾ルーレットのラインアップを再販いたします。 



 

 

前回見逃した方はぜひチェックしてみてください！ 

 

■コラボレーションアイテムショップ限定販売■コラボレーションアイテムショップ限定販売■コラボレーションアイテムショップ限定販売■コラボレーションアイテムショップ限定販売    

『ブレイブリーセカンド』の登場キャラクターをモチーフにしたウィッグ、アンネをモチーフにした羽を期間

限定でオーブ販売いたします。 

さらに2013年に実施した「ブレイブリーデフォルト フォーザ・シークウェル×ブレイブリーデフォルト プ

レイング・ブレージュ」とのコラボレーション時に限定販売したウィッグも再販売いたします。限定販売が盛

りだくさん！ 限定ルーレットとあわせて、ショップ限定販売もお見逃しなく！ 

 

【【【【    販売期間販売期間販売期間販売期間    】】】】    

 2015 年4 月28 日(火)定期メンテナンス終了後から 

 2015 年5 月27 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

    

【【【【    販売ラインアップ販売ラインアップ販売ラインアップ販売ラインアップ    】】】】    

アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ    

疾風のファルコンウィッグ疾風のファルコンウィッグ疾風のファルコンウィッグ疾風のファルコンウィッグ((((男性男性男性男性))))    魔王バスターウィッグ魔王バスターウィッグ魔王バスターウィッグ魔王バスターウィッグ((((女性女性女性女性))))    

        
奇跡の人ウィッグ奇跡の人ウィッグ奇跡の人ウィッグ奇跡の人ウィッグ((((男性男性男性男性))))    近衛師団長ウィッグ近衛師団長ウィッグ近衛師団長ウィッグ近衛師団長ウィッグ((((女性女性女性女性))))    

        
アンネの羽アンネの羽アンネの羽アンネの羽        



 

 

    

    

 

 

■新規■新規■新規■新規キャラクター応援キャンペーンキャラクター応援キャンペーンキャラクター応援キャンペーンキャラクター応援キャンペーン    

キャンペーン期間中に新規キャラクターを作成すると、ユウとマグノリアをモチーフにした「疾風のファ

ルコンウィッグ(CP)」、「魔王バスターウィッグ(CP)」を含む、以下のお得なアイテムを所持した状態でゲ

ームを開始することができます。 

 

【アイテム一覧】【アイテム一覧】【アイテム一覧】【アイテム一覧】    

・コラボレーションアクセサリ：「疾風のファルコンウィッグ(CP)」「魔王バスターウィッグ(CP)」 

・消耗品セット：「密書セット」 

    

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

 2015 年4 月28 日(火)定期メンテナンス終了後から 

 2015 年5 月27 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

 

■■■■コラボレーションイベントコラボレーションイベントコラボレーションイベントコラボレーションイベント「「「「レッツレッツレッツレッツ    ジョブチェンジ！」ジョブチェンジ！」ジョブチェンジ！」ジョブチェンジ！」    

    
 イベント期間中に対象戦争へ参戦すると『ブレイブリーセカンド』に登場するジョブをモチーフにしたジョ

ブエンブレムを獲得できます。獲得したジョブエンブレムはイベント専用NPC＜アニエス＞に話しかけて

設定することで HP バー横に表示されます。お気に入りのジョブアイコンを設定してゲームを楽しもう。 

 

さらに 5 月13 日(水)には、『ブレイブリーセカンド』で初登場となる新ジョブも！お楽しみに！ 

 

5月13日(水)に登場する新ジョブも含め、すべてのジョブエンブレムを獲得するコラボ限定アクセサリが 

ゲットできますので、全ジョブマスターしましょう！ 

 

        



 

 

【【【【イベント実施イベント実施イベント実施イベント実施期間期間期間期間    】】】】    

 2015 年4 月28 日(火)定期メンテナンス終了後から 

 2015 年5 月27 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

 

■コラボ―レションイベント「目指せ！カプカプマスター」■コラボ―レションイベント「目指せ！カプカプマスター」■コラボ―レションイベント「目指せ！カプカプマスター」■コラボ―レションイベント「目指せ！カプカプマスター」    

 
イベント期間中に対象戦争へ参戦するとカプカプを作成するための素材が獲得できます。獲得した素材

をもとにカプカプを一定の数まで作成するとコラボレーション限定のアクセサリや称号が獲得でき、さらに

カプカプ数によるランキングも実施。ランキング上位者は追加で報酬をプレゼント。戦争に参戦して、どん

どんカプカプを作成しよう！  

 

【【【【イベント実施イベント実施イベント実施イベント実施期間期間期間期間    】】】】    

 2015 年4 月28 日(火)定期メンテナンス終了後から 

 2015 年5 月13 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

 

■ソフトプレゼントキャンペーン■ソフトプレゼントキャンペーン■ソフトプレゼントキャンペーン■ソフトプレゼントキャンペーン    

キャンペーン期間中に『ブレイブリーセカンド』コラボレーションイベント「レッツ ジョブチェンジ」で全て

のジョブエンブレムを獲得し、応募ボタンを押した方の中から抽選で 50 名様に 3DS ソフト『ブレイブリーセ

カンド』をプレゼント！ 

 

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

 2015 年4 月28 日(火)定期メンテナンス終了後から 

 2015 年5 月27 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

 

■コラボレーション限定■コラボレーション限定■コラボレーション限定■コラボレーション限定    アイコンアイコンアイコンアイコンチャットチャットチャットチャット変更変更変更変更    

イベント期間中、戦争中に使用できるアイコンチャットが『ブレイブリーセカンド』に登場するキャラクター

「アニエス」をモチーフにしたデザインに変更が可能となります。アニエスのアイコンチャットを使用して戦

場でコミュニケーションを取ろう！ 

 

■コラボレーション限定■コラボレーション限定■コラボレーション限定■コラボレーション限定    BGMBGMBGMBGM 変更変更変更変更    

コラボレーション期間中、戦場やカジノの BGM を『ブレイブリーセカンド』の楽曲へ変更が可能になりま

す。BGM を変更していつもと違った戦争を満喫しよう！ 

 

    

コラボレーションの詳細は以下の特設サイトをご覧ください。コラボレーションの詳細は以下の特設サイトをご覧ください。コラボレーションの詳細は以下の特設サイトをご覧ください。コラボレーションの詳細は以下の特設サイトをご覧ください。    

http://http://http://http://www.fezero.jpwww.fezero.jpwww.fezero.jpwww.fezero.jp/collaboration/BravelySecond//collaboration/BravelySecond//collaboration/BravelySecond//collaboration/BravelySecond/    



 

 

『ブレイブリーセカンド』について『ブレイブリーセカンド』について『ブレイブリーセカンド』について『ブレイブリーセカンド』について    

スクウェア・エニックスが贈る、王道と革新のスクウェア・エニックスが贈る、王道と革新のスクウェア・エニックスが贈る、王道と革新のスクウェア・エニックスが贈る、王道と革新の RPGRPGRPGRPG。 

王道にして革新。オーソドックスなターン制コマンドバトルと、ジョブ&アビリティの組み合わせで戦う、王道のバト

ルシステムに加え、ブレイブ（ターンの前借り）とデフォルト（ターンの貯金）によってターンを制御する、革新的か

つ戦略的なバトルが「ブレイブリー」シリーズの魅力。 

 

 

 

 

 

 

魅力あふれる新・旧ジョブ魅力あふれる新・旧ジョブ魅力あふれる新・旧ジョブ魅力あふれる新・旧ジョブ    

前作のジョブ数を超える、約30ものジョブを実装。スクウェア・エニックスのRPGでお馴染みのジョブから“ねこ使

い”、“エクソシスト”等、個性的な新ジョブが登場！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

【商品概要】 
ブブブブレイブリーレイブリーレイブリーレイブリーセカンドセカンドセカンドセカンド    
■ジャンル  ：ＲＰＧ 
■対応機種  ：ニンテンドー3DSシリーズ 
■プレイ人数 ：１人（通信プレイあり） 
■発売日   ：好評発売中 
■希望小売価格：5,980円+税（パッケージ版 / ダウンロード版） 
■ＣＥＲＯ  ：C 
■公式サイト  ：http://www.jp.square-enix.com/second/ 
■権利表記  
© 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN : Akihiko Yoshida. 



 

 

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

戦国武将姫 MURAMASA乱 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/ 

    

 


