
 

 

平成27 年7 月15 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』』』』夏の祭典「夏の祭典「夏の祭典「夏の祭典「ヴィラーノフェスティバルヴィラーノフェスティバルヴィラーノフェスティバルヴィラーノフェスティバル」開催中」開催中」開催中」開催中    

フェスティバル限定ルーレットフェスティバル限定ルーレットフェスティバル限定ルーレットフェスティバル限定ルーレット第第第第 1111 弾に人気の召喚防具やエフェクト付武器が登場弾に人気の召喚防具やエフェクト付武器が登場弾に人気の召喚防具やエフェクト付武器が登場弾に人気の召喚防具やエフェクト付武器が登場！！！！    

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、7月15日(水)にアッ

プデートを実施いたします。 

    

「「「「ヴィラーノフェスティバルヴィラーノフェスティバルヴィラーノフェスティバルヴィラーノフェスティバル」更新」更新」更新」更新    

特別ルーレットに召喚獣をモチーフにした装備特別ルーレットに召喚獣をモチーフにした装備特別ルーレットに召喚獣をモチーフにした装備特別ルーレットに召喚獣をモチーフにした装備のリファインカラーがのリファインカラーがのリファインカラーがのリファインカラーが登場登場登場登場！！！！    

 
本日7月15日(水)定期メンテナンス終了後より、絶賛開催中の「ヴィラーノフェスティバル」に、期間限定

の特別ルーレットが登場いたします。 

ますます盛り上がりをみせる「ヴィラーノフェスティバル」をお楽しみください。  

 

■■■■フェスティバル特別ルーレット第フェスティバル特別ルーレット第フェスティバル特別ルーレット第フェスティバル特別ルーレット第1111 弾弾弾弾    

期間限定ルーレット「フェスティバル特別ルーレット第1弾」では、2012年に実装した召喚獣をモチーフに

した装備のリファインカラーが登場します。また、武器は同じく 2012 年に実装したモーション付武器のリフ

ァインカラーに、新たに人気のエフェクト機能がついた新作が登場！ 

 

さらに、過去に実施したスクウェア・エニックス作品とのコラボレーションにて登場したコラボレーション

限定アイテムを一つ選んで交換することができる「SQUARE ENIX チケット」も獲得できるチャンスです。こ

の機会をどうぞお見逃しなく！ 

  



 

 

 

【【【【    防具防具防具防具    】】】】    

男性男性男性男性    女性女性女性女性    

共通共通共通共通防具防具防具防具    

ナイトホース黒セットナイトホース黒セットナイトホース黒セットナイトホース黒セット    ライダー黒セットライダー黒セットライダー黒セットライダー黒セット    

  

レイス黒セットレイス黒セットレイス黒セットレイス黒セット    レイスレディ黒セットレイスレディ黒セットレイスレディ黒セットレイスレディ黒セット    

  

カロンモデル黒セットカロンモデル黒セットカロンモデル黒セットカロンモデル黒セット    カロンモチフ黒セットカロンモチフ黒セットカロンモチフ黒セットカロンモチフ黒セット    

  

サモンドラゴン黒セットサモンドラゴン黒セットサモンドラゴン黒セットサモンドラゴン黒セット    ドラフィメル黒セットドラフィメル黒セットドラフィメル黒セットドラフィメル黒セット    

  



 

 

キマイラ黒セットキマイラ黒セットキマイラ黒セットキマイラ黒セット    キマフィメル黒セットキマフィメル黒セットキマフィメル黒セットキマフィメル黒セット    

  

ジャイアント黒セットジャイアント黒セットジャイアント黒セットジャイアント黒セット    ジャイレディ黒セットジャイレディ黒セットジャイレディ黒セットジャイレディ黒セット    

  

 

【【【【    武器武器武器武器    】】】】    

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：：：：クロノスセットクロノスセットクロノスセットクロノスセット    

片手片手片手片手武器武器武器武器：：：：クロノグラフクロノグラフクロノグラフクロノグラフ    盾：盾：盾：盾：スプリングドライブスプリングドライブスプリングドライブスプリングドライブ    

     

両手武器：両手武器：両手武器：両手武器：ストラットストラットストラットストラット    大剣：大剣：大剣：大剣：ヘリカルギアヘリカルギアヘリカルギアヘリカルギア    

  

  



 

 

短剣：短剣：短剣：短剣：バックラッシュバックラッシュバックラッシュバックラッシュ    弓：弓：弓：弓：ブラッドベッセルブラッドベッセルブラッドベッセルブラッドベッセル    

  

銃：銃：銃：銃：ブリッシュロックブリッシュロックブリッシュロックブリッシュロック    杖：杖：杖：杖：ソレノイドソレノイドソレノイドソレノイド    

  

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：エウリピデスエウリピデスエウリピデスエウリピデス    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：アキュートアキュートアキュートアキュート    

  

手甲：手甲：手甲：手甲：クラウニングクラウニングクラウニングクラウニング    
    

 

 

 

  



 

 

 

【【【【    チケットチケットチケットチケット    】】】】    

SQUARE ENIXSQUARE ENIXSQUARE ENIXSQUARE ENIX チケットチケットチケットチケット    

 

 

＜＜＜＜    SQUARE ENIXSQUARE ENIXSQUARE ENIXSQUARE ENIX チケットについてチケットについてチケットについてチケットについて    ＞＞＞＞    

「SQUARE ENIX チケット」は、フェスティバル特別ルーレットの第1 弾および 7 月29 日(水)より開始とな

る第2 弾にそれぞれ 1 枚ずつ出現するため、1 キャラクターにつき最大で 2 枚獲得することができます。 

    

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

7 月15 日(水)定期メンテナンス終了後 から 8 月12 日(水)定期メンテナンス開始前 まで 

【【【【SQUARE ENIXSQUARE ENIXSQUARE ENIXSQUARE ENIX 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】    

7 月15 日(水)定期メンテナンス終了後 から 8 月19 日(水)定期メンテナンス開始前 まで 

 

 

「オーブチャージ＆モンスターバトルキャンペーン」開催中「オーブチャージ＆モンスターバトルキャンペーン」開催中「オーブチャージ＆モンスターバトルキャンペーン」開催中「オーブチャージ＆モンスターバトルキャンペーン」開催中    

    

    8月12日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、「オーブチャージ＆モンスターバトルキャンペーン」

を開催中です。 

期間中の累計オーブ購入額に応じて特典アイテムを入手できるほか、過去にオーブを購入したことが

ないアカウントで期間中に初めてオーブを購入すると、さらにお得なアイテムを多数プレゼントいたしま

す。 

 さらに、オーブを消費することでプレイできる「モンスターバトル」で追加のアイテム獲得のチャンスも！ 

 

■オーブチャージオーブチャージオーブチャージオーブチャージ特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム    

【期間中の累計オーブ購入額に応じてプレゼント】【期間中の累計オーブ購入額に応じてプレゼント】【期間中の累計オーブ購入額に応じてプレゼント】【期間中の累計オーブ購入額に応じてプレゼント】 



 

 

キャンペーン期間中、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 人にゴー

ルドコインやボイスチケットなどお得なアイテム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    特典アイテム特典アイテム特典アイテム特典アイテム    

3,000 円 ゴールドコイン×1 

5,000 円 ボイスチケット or 高級回復薬セット 

10,000 円 ボイスチケット or ゴールドコイン×2 

【高級回復セット梱包内容】ハイリジェネレート×99、ハイパワーポット×99 

 

【ボイスチケット詳細ボイスチケット詳細ボイスチケット詳細ボイスチケット詳細】 

男性男性男性男性    女性女性女性女性    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    乱暴な男Ⅱ乱暴な男Ⅱ乱暴な男Ⅱ乱暴な男Ⅱ    

声優：声優：声優：声優：立木立木立木立木    文彦文彦文彦文彦    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    明るい少女明るい少女明るい少女明るい少女ⅡⅡⅡⅡ    

声優：遠藤声優：遠藤声優：遠藤声優：遠藤    綾綾綾綾    

※ボイスコマンド例 

【賞賛】ちょっとはできるじゃねぇか 

【援護】なんなら手をかすぜ？ 

【反撃注意】反撃だとォ！？面白れェ！！ 

※ボイスコマンド例 

【突撃】みんな！今が突撃のチャンスよ！ 

【感謝】嬉しいわぁ！ありがとう！ 

【謝罪】むぅ…悪気はなかったのよ？ 

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    お調子者の少年Ⅰお調子者の少年Ⅰお調子者の少年Ⅰお調子者の少年Ⅰ    

声優：梶声優：梶声優：梶声優：梶    裕貴裕貴裕貴裕貴    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    感情の無い少女Ⅰ感情の無い少女Ⅰ感情の無い少女Ⅰ感情の無い少女Ⅰ    

声優：今井声優：今井声優：今井声優：今井    麻美麻美麻美麻美    

※ボイスコマンド例 

【突撃】うおおお！突撃だああああ！！ 

【奇襲注意】おかしい…何かいる気がするぞ…？ 

【攻撃】うぉおフラグごと折れろぉ！！ 

※ボイスコマンド例 

【奇襲注意】きしゅう けいかい 

【挑発】よわい あいてにならない 

【攻撃】やみのなかに、「沈め」 

 

【初めてのオーブ購入でプレゼント初めてのオーブ購入でプレゼント初めてのオーブ購入でプレゼント初めてのオーブ購入でプレゼント】 

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×1111    流転の羽×流転の羽×流転の羽×流転の羽×1111    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×5555００００    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    

     



 

 

■モンスターバトルキャンペーンモンスターバトルキャンペーンモンスターバトルキャンペーンモンスターバトルキャンペーン    

キャンペーン期間中に100オーブを消費するごとに3回、ミニゲーム「モンスターバトル」をプレイするこ

とが出来ます！ 

 

モンスターバトルの勝利数に応じてポイントを獲得することができ、獲得したポイントを消費することで

以下のアイテムと交換が可能です。

 

ミニゲームを活用し、お得なアイテムをゲットしてください！ 

    

詳細は詳細は詳細は詳細は『オーブチャージ『オーブチャージ『オーブチャージ『オーブチャージ&&&&モンスターバトルキャンペーン』特設ページよりモンスターバトルキャンペーン』特設ページよりモンスターバトルキャンペーン』特設ページよりモンスターバトルキャンペーン』特設ページよりご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。    

http://www.fezero.jp/campaign/20150708/http://www.fezero.jp/campaign/20150708/http://www.fezero.jp/campaign/20150708/http://www.fezero.jp/campaign/20150708/    

 

    

お帰りなさい！お帰りなさい！お帰りなさい！お帰りなさい！    戦線復帰キャンペーン開催中戦線復帰キャンペーン開催中戦線復帰キャンペーン開催中戦線復帰キャンペーン開催中    

    
 8月12日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、『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」を実施中です。 

    

2015年5月8日以降、『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 1 回以上参加すると以下のアイテムをプレゼントします。 

暑い夏も『ファンタジーアース ゼロ』を楽しもう！ 

    



 

 

■■■■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 

 ・ハイリジュネレート×99 

 ・ハイパワーポット×99 

 ・特製エンチャントセット R 

    

■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    

 7 月8 日(水)定期メンテナンス終了後 から 8 月12 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/20150708_2/http://www.fezero.jp/campaign/20150708_2/http://www.fezero.jp/campaign/20150708_2/http://www.fezero.jp/campaign/20150708_2/    

 

 

        



 

 

 

『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/ 

    


