
 

 

平成27 年8 月19 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』』』』『『『『ミリオンアーサーミリオンアーサーミリオンアーサーミリオンアーサー    エクスタシスエクスタシスエクスタシスエクスタシス』』』』とのコラボレーションとのコラボレーションとのコラボレーションとのコラボレーション開始開始開始開始    

登場キャラクターになりきれる限定装備やアクセサリ登場キャラクターになりきれる限定装備やアクセサリ登場キャラクターになりきれる限定装備やアクセサリ登場キャラクターになりきれる限定装備やアクセサリが登場！が登場！が登場！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、8月19日(水)にアッ

プデートを実施いたします。 

    

100100100100 万人のアーサー達の冒険が始まる！万人のアーサー達の冒険が始まる！万人のアーサー達の冒険が始まる！万人のアーサー達の冒険が始まる！    

『ミリオンアーサー『ミリオンアーサー『ミリオンアーサー『ミリオンアーサー    エクスタシス』×エクスタシス』×エクスタシス』×エクスタシス』×『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『ファンタジーアース    ゼロ』コラボレーション開始ゼロ』コラボレーション開始ゼロ』コラボレーション開始ゼロ』コラボレーション開始    

 
本日8 月19 日(水)定期メンテナンス終了後より、『ミリオンアーサー エクスタシス』とのコラボレーション

を開始いたします。 

 

本コラボレーションでは『ミリオンアーサー エクスタシス』の登場キャラクターになりきれる武器や防具

を獲得できるコラボレーションルーレットや、コラボレーション限定のウィッグ販売のほか、各種イベント・

キャンペーンを実施します。 

 

期間限定のコラボレーションアイテムを獲得できる貴重なチャンスです。ぜひこの機会に『ミリオンアー

サー エクスタシス』×『ファンタジーアース ゼロ』コラボレーションをお楽しみください！ 

  



 

 

■『■『■『■『ミリオンアーサーミリオンアーサーミリオンアーサーミリオンアーサー    エクスタシスエクスタシスエクスタシスエクスタシス』コラボルーレット』コラボルーレット』コラボルーレット』コラボルーレット登場！登場！登場！登場！    

    期間限定で『ミリオンアーサー エクスタシス』に登場するキャラクターの装備を入手できるルーレットが

登場いたします。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    

アーサーアーサーアーサーアーサー((((剣剣剣剣))))セットセットセットセット    アーサーアーサーアーサーアーサー((((技技技技))))セットセットセットセット    

  

アーサーアーサーアーサーアーサー((((魔魔魔魔))))セットセットセットセット    ニムエニムエニムエニムエセットセットセットセット    

  

モードレッドモードレッドモードレッドモードレッドセットセットセットセット    女ランスロット女ランスロット女ランスロット女ランスロットセットセットセットセット    

  

 

  



 

 

【【【【    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：：：：エクスカリバーエクスカリバーエクスカリバーエクスカリバー((((魔魔魔魔))))セットセットセットセット    

片手片手片手片手武器武器武器武器：：：：エクスカリバーエクスカリバーエクスカリバーエクスカリバー((((魔）魔）魔）魔）    盾：盾：盾：盾：エクスカリバーの鞘エクスカリバーの鞘エクスカリバーの鞘エクスカリバーの鞘((((魔魔魔魔))))    

     

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：：：：トリスタンの剣セットトリスタンの剣セットトリスタンの剣セットトリスタンの剣セットセットセットセットセット    

片手片手片手片手武器武器武器武器：：：：トリスタンの右剣トリスタンの右剣トリスタンの右剣トリスタンの右剣    盾：盾：盾：盾：トリスタンの左剣トリスタンの左剣トリスタンの左剣トリスタンの左剣    

  

両手武器両手武器両手武器両手武器：：：：歌姫アーサーのギター歌姫アーサーのギター歌姫アーサーのギター歌姫アーサーのギター    大剣大剣大剣大剣：：：：エクスカリバーエクスカリバーエクスカリバーエクスカリバー((((技技技技))))    

  

大剣大剣大剣大剣：：：：エクスカリバーエクスカリバーエクスカリバーエクスカリバー((((剣剣剣剣))))    短剣短剣短剣短剣：：：：ガウェインの旋棍ガウェインの旋棍ガウェインの旋棍ガウェインの旋棍    

  

 



 

 

弓弓弓弓：：：：マビノギオンの弓マビノギオンの弓マビノギオンの弓マビノギオンの弓    銃銃銃銃：：：：トリスタンのガトリングトリスタンのガトリングトリスタンのガトリングトリスタンのガトリング    

  

杖杖杖杖：：：：マビノギオンの杖マビノギオンの杖マビノギオンの杖マビノギオンの杖    魔導具魔導具魔導具魔導具：：：：スーパーチアリースーパーチアリースーパーチアリースーパーチアリー    

  

刺突剣刺突剣刺突剣刺突剣：：：：マビノギオンの刺突剣マビノギオンの刺突剣マビノギオンの刺突剣マビノギオンの刺突剣 手甲手甲手甲手甲：：：：ランスロットの杭手甲ランスロットの杭手甲ランスロットの杭手甲ランスロットの杭手甲 

  

 

【【【【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】    

8 月19 日(水)定期メンテナンス終了後から 9 月2 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

    

■■■■コラボレーションアイテム限定コラボレーションアイテム限定コラボレーションアイテム限定コラボレーションアイテム限定販売販売販売販売    

    期間中は『ミリオンアーサー エクスタシス』に登場するキャラクター「アーサー 剣術の城」や 

「アーサー 技巧の場」のアクセサリ（ウィッグ）2 点を販売いたします。 

  

  



 

 

男性用アクセサリ：剣サーウィッグ男性用アクセサリ：剣サーウィッグ男性用アクセサリ：剣サーウィッグ男性用アクセサリ：剣サーウィッグ 女性用アクセサリ：技ーサーウィッグ女性用アクセサリ：技ーサーウィッグ女性用アクセサリ：技ーサーウィッグ女性用アクセサリ：技ーサーウィッグ 

  

 

 

■新規■新規■新規■新規キャラクター応援キャラクター応援キャラクター応援キャラクター応援キャンペーン開始キャンペーン開始キャンペーン開始キャンペーン開始    

    キャンペーン期間中新たにキャラクターを作成すると、コラボ限定のウィッグやお得なアイテムを所持し

た状態でスタートすることができます。 

 また、期間中は各国首都に設置された NPC「レベルアップちゃん」に話しかけることで上がるレベルが、

通常時は 16 までのところを、20 まで上げてもらうことができます。 

 

【 アイテム一覧アイテム一覧アイテム一覧アイテム一覧    】 

男性男性男性男性    女性女性女性女性    

男性用アクセサリ：剣サーウィッグ男性用アクセサリ：剣サーウィッグ男性用アクセサリ：剣サーウィッグ男性用アクセサリ：剣サーウィッグ(CP)(CP)(CP)(CP)    女性用アクセサリ：技ーサーウィッグ女性用アクセサリ：技ーサーウィッグ女性用アクセサリ：技ーサーウィッグ女性用アクセサリ：技ーサーウィッグ(CP)(CP)(CP)(CP)    

 
  
  

新兵支援セット新兵支援セット新兵支援セット新兵支援セット    同梱内容同梱内容同梱内容同梱内容    

 

ハイリジェネレート×10 4 秒毎に HP を大きく回復する魔法の薬 

 

ハイパワーポット×10 4 秒毎に Pw を大きく回復する魔法の秘薬 

 

フィズアタックゲイン R×5 

装備にエンチャントすることで効果を発揮するクリスタルジェ

ム。 

■攻性 最大値上昇 5～15 



 

 

 

フィズガードゲイン R×5 

装備にエンチャントすることで効果を発揮するクリスタルジェ

ム。 

■耐性 最大値上昇 7～20 

 

HP アップ R×5 

装備にエンチャントすることで効果を発揮するクリスタルジェ

ム。 

■HP 最大値上昇 150～200 

 

Pw アップ R×5 

消装備にエンチャントすることで効果を発揮するクリスタルジェ

ム。 

■Pw 最大値上昇 3～5 

 

報酬の密書×1 
使用してから 1 時間 

戦争後の獲得リングが 5 倍になる秘密の書物。 

密書セット密書セット密書セット密書セット    同梱内容同梱内容同梱内容同梱内容    

 

精練の密書×1 
使用してから 1 時間 

取得経験値が 400%アップする秘密の書物。 

 

報酬の密書×1 
使用してから 1 時間 

戦争後の獲得リングが 5 倍になる秘密の書物。 

 

【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】    

8 月19 日(水)定期メンテナンス終了後から 9 月9 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

  



 

 

■イベント「イベント「イベント「イベント「派閥の証を集めよう！派閥の証を集めよう！派閥の証を集めよう！派閥の証を集めよう！」」」」スタートスタートスタートスタート    

    イベント期間中、対象戦争の勝敗および各貢献スコアによって得られる派閥の証（剣術の城の証、技巧

の場の証、魔法の派の証）を NPC と交換することで報酬を獲得することができます。交換した証の数によ

るランキングイベントも併せて実施いたします。ぜひご参加ください。 

 

【【【【固定報酬アイテム固定報酬アイテム固定報酬アイテム固定報酬アイテム】】】】    

必要個数必要個数必要個数必要個数    報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム    

各証2 個 レアステーキ×5 

各証2 個 ヴィネルワイン×5 

各証4 個 特製エンチャントセット R×1 

称号：見習いアーサー 

各証4 個 EX アタックガードセット×1 

各証5 個 新規アクセサリ：頭乗せチアリー 

称号：駆け出しアーサー 

各証5 個 追憶の壺×1 

各証6 個 流転の羽×1 

称号：選ばれしアーサー 

各証6 個 エクスバンク特約書×1 

各証7 個 ゴールドコイン×1 

称号：キングオブアーサー 

 

新規アクセサリ新規アクセサリ新規アクセサリ新規アクセサリ：：：：頭乗せチアリー頭乗せチアリー頭乗せチアリー頭乗せチアリー 

 

【【【【ランダム報酬アイテムランダム報酬アイテムランダム報酬アイテムランダム報酬アイテム】】】】    

報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム    

フィズアタックゲインＲ×3 

フィズガードゲインＲ×3 

HP アップ R×1 

Pw アップ R×1 

パワーリジェネ R×1 

ビルドアタックブースト R×1 

レアステーキ×3 

ハイリジェネレート×5 

ヴィネルワイン×3 

シルバーコイン×1 

    



 

 

【ランキング【ランキング【ランキング【ランキング 1111 週目報酬】週目報酬】週目報酬】週目報酬】    

順位順位順位順位    報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム 1111    報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム 2222    報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム 3333    

1～10 位 ゴールドコイン×1 特製エンチャントセット R×3 追憶の壺×1 

11～30 位 シルバーコイン×5 特製エンチャントセット R×2 追憶の壺×1 

31～50 位 シルバーコイン×3 特製エンチャントセット R×1  

    

【ランキング【ランキング【ランキング【ランキング 1111 週目実施期間】週目実施期間】週目実施期間】週目実施期間】    

8 月19 日(水)定期メンテナンス終了後から 8 月26 日(水)定期メンテナンス開始前まで    

    

【ランキング【ランキング【ランキング【ランキング 2222 週目報酬】週目報酬】週目報酬】週目報酬】    

順位順位順位順位    報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム 1111    報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム 2222    報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム 3333    

1～10 位 ゴールドコイン×1 EXHPPｗセット×3 エクスバンク特約書×1 

11～30 位 シルバーコイン×5 EXHPPｗセット×2 エクスバンク特約書×1 

31～50 位 シルバーコイン×3 EXHPPｗセット×1  

    

【ランキング【ランキング【ランキング【ランキング 2222 週目実施期間】週目実施期間】週目実施期間】週目実施期間】    

8 月26 日(水)定期メンテナンス終了後から 9 月2 日(水)定期メンテナンス開始前まで    

    

【ランキング【ランキング【ランキング【ランキング 3333 週目報酬】週目報酬】週目報酬】週目報酬】    

順位順位順位順位    報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム 1111    報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム 2222    報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム報酬アイテム 3333    

1～10 位 ゴールドコイン×1 EX アタックガードセット×3 流転の羽×1 

11～30 位 シルバーコイン×5 EX アタックガードセット×2 流転の羽×1 

31～50 位 シルバーコイン×3 EX アタックガードセット×1  

    

【ランキング【ランキング【ランキング【ランキング 3333 週目実施期間】週目実施期間】週目実施期間】週目実施期間】    

9 月2 日(水)定期メンテナンス終了後から 9 月9 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

    

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

8 月19 日(水)定期メンテナンス終了後から 9 月9 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

【報酬受取期間】【報酬受取期間】【報酬受取期間】【報酬受取期間】    

8 月19 日(水)定期メンテナンス終了後から 9 月16 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    BGMBGMBGMBGM 変更変更変更変更    

コラボレーション期間限定で、戦場やカジノの BGM を『ミリオンアーサー』の楽曲へ変更することができ

ます。変更パターンは 2 種類ご用意していますので、BGM を変更して『ミリオンアーサー』の世界を満喫し

よう。 

 

【【【【    BGMBGMBGMBGM パターンパターンパターンパターン    】】】】    

使用場所使用場所使用場所使用場所    楽曲名楽曲名楽曲名楽曲名    

戦争準備 円卓会議 

通常戦争 ざっざ、チャリーン 

通常戦争 優勢 Morgan le Fay 

通常戦争 ラストゲージ 妖 精 出 現！ 

通常戦争 勝利 王様のご帰還だ！ 

通常戦争 敗北 悲しみもいつか 

任務戦争準備 ちょっとお邪魔しますね 

任務戦争 因子選定 

任務戦争 優勢 穏やかじゃない！ 

任務戦争 ラストゲージ JUDGE!! 

任務戦争 勝利 ゆるふわブリテンデイズ 

任務戦争 敗北 ちょっと待って下さいよ…それって！ 

各国首都 おかえりなさいませ！アーサー様 

ガルム遊技場、ル・ヴェルザ闘技場 魔女の三姉妹 

闘技場ロビー ぎ・ね・ん！それ、ぎ・ね・ん！ 

カジノ アーサー！ちょっとそこのアーサー！ 

 

【【【【    BGMBGMBGMBGM 変更可能変更可能変更可能変更可能期間期間期間期間    】】】】    

 8 月19 日(水)定期メンテナンス終了後から 9 月9 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下記の本下記の本下記の本コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーショ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/collaboration/MillionArthurs/http://www.fezero.jp/collaboration/MillionArthurs/http://www.fezero.jp/collaboration/MillionArthurs/http://www.fezero.jp/collaboration/MillionArthurs/    

 

        



 

 

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！    

    
    

8 月 19 日(水)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 6 月 10 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 回以上参加いただくことで、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 2 個 

 ・追憶の壺 1 個 

 ・流転の羽 1 個 

 ・ハイリジュネレート×99 1 セット 

 ・ハイパワーポット×99 1 セット 

 ・EX エンチャントセット 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    

 8 月19 日(水)定期メンテナンス終了後から 9 月9 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/201http://www.fezero.jp/campaign/201http://www.fezero.jp/campaign/201http://www.fezero.jp/campaign/20155550000819/819/819/819/    

    

        



 

 

『ミリオンアーサー『ミリオンアーサー『ミリオンアーサー『ミリオンアーサー    エクスタシス』についてエクスタシス』についてエクスタシス』についてエクスタシス』について    

    「ミリオンアーサー エクスタシス」は、リアルタイムギルドバトルと「ミリオンアーサー」シリーズのハイクオリティなイラスト

や世界観を融合させた、シリーズの新たなる形として生み出された作品です。 

 

また、本作に向けて新たにキャラクターカード、キャラクターボイス、世界観、ストーリーも多数用意されており、初めて「ミリオ

ンアーサー」シリーズをプレイされるお客さまも、既にプレイされたことがあるお客さまも、楽しめる内容となっております。 

ジャンル ギルドバトル RPG 

プラットフォーム GREE 

プレイ人数 １人 

対応機種 

【スマートフォン】 

Android 対応端末：Android2.3 以上 iOS 対応端末：iOS4.3 以上 

※一部端末を除く 

【フューチャーフォン】 

Docomo/au/SoftBank Flash Lite 1.1 対応機種 

※一部端末を除く 

プレイ料金 基本プレイ無料（アイテム課金型） 

 

 

    

        



 

 

『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/ 

    


