
 

 

平成27 年6 月10 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』』』』ショップラインアップにショップラインアップにショップラインアップにショップラインアップに新規新規新規新規防具登場！防具登場！防具登場！防具登場！    

併せて「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」、併せて「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」、併せて「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」、併せて「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」、イベントイベントイベントイベント「「「「RAINY MISSIONRAINY MISSIONRAINY MISSIONRAINY MISSION」」」」開始開始開始開始    

    

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、6月10日(水)にアッ

プデートを実施いたします。 

    

総数総数総数総数 30303030 点の大量追加！点の大量追加！点の大量追加！点の大量追加！    

「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’’’’09090909」」」」投稿作品防具、新カラーアクセサリを実装投稿作品防具、新カラーアクセサリを実装投稿作品防具、新カラーアクセサリを実装投稿作品防具、新カラーアクセサリを実装    

 
 

本日 6 月 10 日(水)定期メンテナンス終了後より、2009 年に実施した「デザインコンテスト’09」投稿作品

のクラス防具（ウォリアー、スカウト、ソーサラー）男女計6点と、新規カラーアクセサリ男女24点の合計30

点を実装いたします。 

 

「デザインコンテスト’09」投稿作品から、細部にまでこだわった緋色の鎧が特徴的な「ヴォルカニックセ

ット」や童話アリスをモチーフとしたトランプ模様や可愛らしい王冠が印象的な「アリスセット」など魅力あふ

れる防具を実装いたします。 

また、新カラーアクセサリには人気の高い「フォックステイル」や、5 月 27 日に実装した「クラシカルロン

グ」「メンズアップテール」のカラーバリエーションを大量実装いたします。 

 

より幅の広がった防具・アクセサリを組み合わせ、キャラクターを着飾りましょう！ 

  



 

 

【【【【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’’’’09090909 クラスクラスクラスクラス防具防具防具防具】】】】 

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    

【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】    

ヴォルカニックセットヴォルカニックセットヴォルカニックセットヴォルカニックセット イミウトセットイミウトセットイミウトセットイミウトセット 

  
【スカウト【スカウト【スカウト【スカウト防具】防具】防具】防具】    

ヘイロンセットヘイロンセットヘイロンセットヘイロンセット    レアガーダーセットレアガーダーセットレアガーダーセットレアガーダーセット    

  

【ソーサラー【ソーサラー【ソーサラー【ソーサラー防具】防具】防具】防具】    

ラボラトリセットラボラトリセットラボラトリセットラボラトリセット    アリスセットアリスセットアリスセットアリスセット    

  

    

        



 

 

【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((((藍藍藍藍)))) 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((((茶トラ茶トラ茶トラ茶トラ)))) 

  
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((((濃桃濃桃濃桃濃桃))))    フォックスイヤーフォックスイヤーフォックスイヤーフォックスイヤー((((藍藍藍藍))))    

  

フォックスイヤーフォックスイヤーフォックスイヤーフォックスイヤー((((ワインワインワインワイン))))    フォックスイヤーフォックスイヤーフォックスイヤーフォックスイヤー((((濃桃濃桃濃桃濃桃))))    

  

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((((藍藍藍藍))))    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((((茶トラ茶トラ茶トラ茶トラ))))    

  

  



 

 

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((((濃桃濃桃濃桃濃桃))))    フォックステイルフォックステイルフォックステイルフォックステイル((((藍藍藍藍))))    

  

フォックステイルフォックステイルフォックステイルフォックステイル((((ワインワインワインワイン))))    フォックステイルフォックステイルフォックステイルフォックステイル((((濃桃濃桃濃桃濃桃))))    

  

メンズアップテールメンズアップテールメンズアップテールメンズアップテール((((黒黒黒黒))))    メンズアップテールメンズアップテールメンズアップテールメンズアップテール((((金金金金))))    

  

メンズアップテールメンズアップテールメンズアップテールメンズアップテール((((銀銀銀銀)))) メンズアップテールメンズアップテールメンズアップテールメンズアップテール((((茶茶茶茶)))) 

  
  



 

 

メンズアップテールメンズアップテールメンズアップテールメンズアップテール((((赤赤赤赤))))    メンズアップテールメンズアップテールメンズアップテールメンズアップテール((((焦茶焦茶焦茶焦茶))))    

  

クラシカルロングクラシカルロングクラシカルロングクラシカルロング((((黒黒黒黒))))    クラシカルロングクラシカルロングクラシカルロングクラシカルロング((((金金金金))))    

  

クラシカルロングクラシカルロングクラシカルロングクラシカルロング((((銀銀銀銀))))    クラシカルロングクラシカルロングクラシカルロングクラシカルロング((((茶茶茶茶))))    

  

クラシカルロングクラシカルロングクラシカルロングクラシカルロング((((黄黄黄黄))))    クラシカルロングクラシカルロングクラシカルロングクラシカルロング((((焦茶焦茶焦茶焦茶))))    

  

    

    

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記お知らせお知らせお知らせお知らせページをご覧ください。ページをご覧ください。ページをご覧ください。ページをご覧ください。    

http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=3909http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=3909http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=3909http://www.fezero.jp/notice_newsview.aspx?seq=3909 



 

 

    

オーブを購入オーブを購入オーブを購入オーブを購入＆消費でお得なアイテム大量＆消費でお得なアイテム大量＆消費でお得なアイテム大量＆消費でお得なアイテム大量GETGETGETGET！！！！    

初めて購入ならさらに特典がつく「オーブチャージ初めて購入ならさらに特典がつく「オーブチャージ初めて購入ならさらに特典がつく「オーブチャージ初めて購入ならさらに特典がつく「オーブチャージ＆ラリー＆ラリー＆ラリー＆ラリーキャンペーン」開催キャンペーン」開催キャンペーン」開催キャンペーン」開催    

    
    

本日6 月10 日(水)より、オーブ購入にお得な「オーブチャージ＆ラリーキャンペーン」を開始いたしま

す。 

 

【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①①①①】】】】    

キャンペーン期間中、累計5,000 円以上のオーブを購入すると、アカウント内のキャラクター1 人にゴール

ドコイン 2 枚をプレゼントいたします。 

 

【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②②②②】】】】    

キャンペーン期間中、過去にオーブを購入したことのないアカウントで累計3,000 円以上のオーブを購入

すると、アカウント内のキャラクター1 人にお得なアイテムセットをプレゼントいたします。 

 

男女共通頭装備「プチデビルウィング」男女共通頭装備「プチデビルウィング」男女共通頭装備「プチデビルウィング」男女共通頭装備「プチデビルウィング」    

 

 

 

  

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×1 流転の羽×流転の羽×流転の羽×流転の羽×1 密書セット密書セット密書セット密書セット 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×ハイリジェネレート×5００００ アクセサリ枠拡張券アクセサリ枠拡張券アクセサリ枠拡張券アクセサリ枠拡張券 

     



 

 

【オーブラリーキャンペーン】【オーブラリーキャンペーン】【オーブラリーキャンペーン】【オーブラリーキャンペーン】    

キャンペーン期間中、50 オーブ消費するごとに特典アイテムをプレゼントいたします。プレゼントを獲得す

るとスタンプカードにスタンプが押され、スタンプラリーとしてもお楽しみいただけます。 

なお、消費によるアイテム獲得は、キャンペーン開始前から保有しているオーブの消費も対象となります。

ぜひスタンプラリーを楽しみつつ、特典アイテムをゲットしてください。 

 

オーブ消費合計額オーブ消費合計額オーブ消費合計額オーブ消費合計額    特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム    

50A シルバーコイン×1 

100A セルフケアセット×1 

150A ヴィネルワイン×10 

200A 特製エンチャントセット R×1 

250A シルバーコイン×1 

300A パワーリジェネ R×10 

350A 精錬の密書×1 

400A 強固の結晶×3 

450A シルバーコイン×2 

500A 匠の砥石×1 

550A 強靭の結晶×3 

600A 下記3 種から いずれか 1 点 

・ブルーウェリントン（男性用アクセサリ） 

・アクアウェリントン（女性用アクセサリ） 

・EX エンチャントセット 

650A シルバーコイン×3 

700A 穿孔の石×2 

750A 報酬の密書×1 

800A 下記2 種から いずれか 1 点 

・完遂の証×1 

・エクスバンク特約書×1 

850A シルバーコイン×3 

900A 流転の羽×1 

950A 追憶の壺×1 

1,000A ゴールドコイン×1 

 

        



 

 

【【【【    アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ    】】】】    

男性男性男性男性    

ブルーウェリントンブルーウェリントンブルーウェリントンブルーウェリントン    

女性女性女性女性    

アクアウェリントンアクアウェリントンアクアウェリントンアクアウェリントン    

  

 

 

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

2015 年6 月10 日（水）定期メンテナンス終了後 から 

2015 年6 月24 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キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン特設特設特設特設ページをご覧ください。ページをご覧ください。ページをご覧ください。ページをご覧ください。    

http://www.fezero.jp/campaign/20150610/http://www.fezero.jp/campaign/20150610/http://www.fezero.jp/campaign/20150610/http://www.fezero.jp/campaign/20150610/    

    

 

 

 

  



 

 

雨が降っても戦争だ！雨が降っても戦争だ！雨が降っても戦争だ！雨が降っても戦争だ！    

季節イベント「季節イベント「季節イベント「季節イベント「RAINY MISSIONRAINY MISSIONRAINY MISSIONRAINY MISSION」開催！」開催！」開催！」開催！    

 
 

本日6 月10 日(水)定期メンテナンス終了後より、イベント「RAINY MISSION」を開催いたします。 

 

 イベント期間中、参戦したフィールドの数によってアクセサリ化可能な新規頭防具「ロートフォーリア」や

期間限定頭防具「ノットレイニー装備」「ノーレイニー装備」などお得なアイテムが獲得できます。 

さらに 1 日1 勝することで獲得できるスタンプを集めることで「シルバーコイン」や「エクスバンク特約書」

など役立つアイテムを獲得できます。 

 

 この期間に様々な戦争に参戦して、期間限定装備を獲得しよう。 

 

【【【【アクセサリ化可能新規頭防具アクセサリ化可能新規頭防具アクセサリ化可能新規頭防具アクセサリ化可能新規頭防具】】】】 

ロートフォーリア（男女共通頭防具）ロートフォーリア（男女共通頭防具）ロートフォーリア（男女共通頭防具）ロートフォーリア（男女共通頭防具）    

 

  



 

 

 

【期間限定装備】【期間限定装備】【期間限定装備】【期間限定装備】    

ノットレイニーキャップ（男性共通頭防具）ノットレイニーキャップ（男性共通頭防具）ノットレイニーキャップ（男性共通頭防具）ノットレイニーキャップ（男性共通頭防具）    ノットレイニーフード（女性共通頭防具）ノットレイニーフード（女性共通頭防具）ノットレイニーフード（女性共通頭防具）ノットレイニーフード（女性共通頭防具）    

  

ノーレイニーキャップ（男性共通頭防具）ノーレイニーキャップ（男性共通頭防具）ノーレイニーキャップ（男性共通頭防具）ノーレイニーキャップ（男性共通頭防具）    ノノノノーーーーレイニーフード（女性共通頭防具）レイニーフード（女性共通頭防具）レイニーフード（女性共通頭防具）レイニーフード（女性共通頭防具）    

  

 

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

2015 年6 月10 日（水）定期メンテナンス終了後 から 

2015 年6 月17 日（水）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イベントイベントイベントイベントページをご覧ください。ページをご覧ください。ページをご覧ください。ページをご覧ください。    

http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=1159http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=1159http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=1159http://www.fezero.jp/notice_eventview.aspx?seq=1159 

 

 

  



 

 

『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/ 

    


