
各位 

石田石田石田石田彰彰彰彰さんさんさんさん、、、、竹達彩奈竹達彩奈竹達彩奈竹達彩奈

特別特別特別特別ルーレットルーレットルーレットルーレット

さらにさらにさらにさらに限定装備限定装備限定装備限定装備

オンラインゲームの開発・運営

以下ゲームポット）は、Windows®

ース ゼロ』（ライセンス元：株式会社

ます。 

 

人気声優人気声優人気声優人気声優

特別特別特別特別

本日3 月11 日(月)のアップデートにて

「ボイスルーレットⅢ」は新規声優含

トの第3 弾となります。 

 

お気に入りの声を獲得し、自分

 

 

平成

会 社 名 株式会社ゲームポット

（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』』』』    

竹達彩奈竹達彩奈竹達彩奈竹達彩奈さんなどさんなどさんなどさんなど、、、、人気声優人気声優人気声優人気声優がががが新新新新たにボイスにたにボイスにたにボイスにたにボイスに登場登場登場登場

ルーレットルーレットルーレットルーレット「「「「ボイスルーレットボイスルーレットボイスルーレットボイスルーレットⅢⅢⅢⅢ」」」」開始開始開始開始！！！！！！！！    

限定装備限定装備限定装備限定装備がもらえるがもらえるがもらえるがもらえる「「「「プリンセスデイズプリンセスデイズプリンセスデイズプリンセスデイズ」」」」開催開催開催開催！！！！！！！！    

運営を行う株式会社ゲームポット（東京都品川区、代表取締役社長

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

株式会社スクウェア・エニックス）において、3月11日(月)に

人気声優人気声優人気声優人気声優のののの新規新規新規新規ボイスボイスボイスボイス 10101010 点点点点がががが登場登場登場登場！！！！！！！！    

特別特別特別特別ルーレットルーレットルーレットルーレット「「「「ボイスルーレットボイスルーレットボイスルーレットボイスルーレットⅢⅢⅢⅢ」」」」開始開始開始開始！！！！！！！！    

のアップデートにて、特別ルーレット「ボイスルーレットⅢ」を開始いたします

新規声優含む全 10 点のボイスチケットが景品として獲得できる

自分のキャラクターをさらに魅力的にして、戦場を盛り上げましょう

平成25 年3 月11 日 

ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/） 

登場登場登場登場！！！！    

    

代表取締役社長：植田修平、

アクションロールプレイングゲーム『ファンタジーア

にアップデートを行い

 
いたします！ 

できる、特別ルーレッ

げましょう！！ 



■■■■女性用女性用女性用女性用ボイスチケットボイスチケットボイスチケットボイスチケット声優声優声優声優    

    

竹達彩奈竹達彩奈竹達彩奈竹達彩奈    

＜＜＜＜代表作代表作代表作代表作＞＞＞＞    

・・・・けいおんけいおんけいおんけいおん! (! (! (! (中野梓中野梓中野梓中野梓))))    

・・・・俺俺俺俺のののの妹妹妹妹がこんなにがこんなにがこんなにがこんなに可愛可愛可愛可愛いわけがないいわけがないいわけがないいわけがない

・・・・ソードアート・オンラインソードアート・オンラインソードアート・オンラインソードアート・オンライン    ((((リーファリーファリーファリーファ

    

    

井口裕香井口裕香井口裕香井口裕香    

＜＜＜＜代表作代表作代表作代表作＞＞＞＞    

    ・・・・とあるとあるとあるとある魔術魔術魔術魔術のののの禁書目録禁書目録禁書目録禁書目録    ((((インデックスインデックスインデックスインデックス

    ・・・・偽物語偽物語偽物語偽物語    ((((阿良阿良阿良阿良々々々々木月火木月火木月火木月火))))    

    ・・・・超速変形超速変形超速変形超速変形ジャイロゼッタージャイロゼッタージャイロゼッタージャイロゼッター    

    

竹達彩奈 

 

    

 

 

【【【【ボイスチケットラインアップボイスチケットラインアップボイスチケットラインアップボイスチケットラインアップ】】】】    

    

いわけがないいわけがないいわけがないいわけがない    ((((高坂桐乃高坂桐乃高坂桐乃高坂桐乃))))    

リーファリーファリーファリーファ    / / / / 桐桐桐桐ヶヶヶヶ谷直葉谷直葉谷直葉谷直葉))))    

インデックスインデックスインデックスインデックス))))    

    ((((稲葉稲葉稲葉稲葉りんねりんねりんねりんね))))    

井口裕香 

 

 

 



加藤英美里加藤英美里加藤英美里加藤英美里    

＜＜＜＜代表作代表作代表作代表作＞＞＞＞    

・・・・化物語化物語化物語化物語        ((((八九寺真宵八九寺真宵八九寺真宵八九寺真宵))))    

・・・・らきらきらきらき☆☆☆☆すたすたすたすた    ((((柊柊柊柊かがみかがみかがみかがみ))))    

・・・・魔法少女魔法少女魔法少女魔法少女まどかまどかまどかまどか☆☆☆☆マギカマギカマギカマギカ        ((((

    

    

今井麻美今井麻美今井麻美今井麻美    

＜＜＜＜代表作代表作代表作代表作＞＞＞＞    

    ・・・・STEINS;GATESTEINS;GATESTEINS;GATESTEINS;GATE    ((((牧瀬紅莉栖牧瀬紅莉栖牧瀬紅莉栖牧瀬紅莉栖

    ・・・・THE IDOLM@STERTHE IDOLM@STERTHE IDOLM@STERTHE IDOLM@STER    ((((如月千早如月千早如月千早如月千早

    ・・・・閃乱閃乱閃乱閃乱カグラカグラカグラカグラ    ((((斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩))))    

    

加藤英美里 

 

    

 

 

((((キュゥべえキュゥべえキュゥべえキュゥべえ))))    

牧瀬紅莉栖牧瀬紅莉栖牧瀬紅莉栖牧瀬紅莉栖))))    

如月千早如月千早如月千早如月千早))))    

今井麻美 

 

 

 



丹下桜丹下桜丹下桜丹下桜    

＜＜＜＜代表作代表作代表作代表作＞＞＞＞    

・・・・ラブプラスラブプラスラブプラスラブプラス    ((((小早川凛子小早川凛子小早川凛子小早川凛子))))    

・・・・カードキャプターさくらカードキャプターさくらカードキャプターさくらカードキャプターさくら    ((((木之本桜木之本桜木之本桜木之本桜

丹下桜 

 

    

    

    

    

    

 

 

木之本桜木之本桜木之本桜木之本桜))))    

 



■■■■男性用男性用男性用男性用ボイスチケットボイスチケットボイスチケットボイスチケット声優声優声優声優    

    

石田彰石田彰石田彰石田彰    

＜＜＜＜代表作代表作代表作代表作＞＞＞＞    

・・・・新世紀新世紀新世紀新世紀エヴァンゲリオンエヴァンゲリオンエヴァンゲリオンエヴァンゲリオン////ヱヴァンゲリヲンヱヴァンゲリヲンヱヴァンゲリヲンヱヴァンゲリヲン

・・・・機動戦士機動戦士機動戦士機動戦士ガンダムガンダムガンダムガンダム SEED/SEED DESTINY (SEED/SEED DESTINY (SEED/SEED DESTINY (SEED/SEED DESTINY (

・・・・銀魂銀魂銀魂銀魂    ((((桂小太郎桂小太郎桂小太郎桂小太郎))))    

    

    

若本規夫若本規夫若本規夫若本規夫    

＜＜＜＜代表作代表作代表作代表作＞＞＞＞    

    ・・・・サザエさんサザエさんサザエさんサザエさん    ((((アナゴアナゴアナゴアナゴ))))    

    ・・・・ドラゴンボールドラゴンボールドラゴンボールドラゴンボール ZZZZ 改改改改    ((((セルセルセルセル))))

    ・・・・コードギアスコードギアスコードギアスコードギアス    反逆反逆反逆反逆のルルーシュのルルーシュのルルーシュのルルーシュ

    

石田彰 

 

    

 

 

    

ヱヴァンゲリヲンヱヴァンゲリヲンヱヴァンゲリヲンヱヴァンゲリヲン新劇場版新劇場版新劇場版新劇場版::::    QQQQ    ((((渚渚渚渚カヲルカヲルカヲルカヲル))))    

SEED/SEED DESTINY (SEED/SEED DESTINY (SEED/SEED DESTINY (SEED/SEED DESTINY (アスラン・ザラアスラン・ザラアスラン・ザラアスラン・ザラ))))    

))))    

のルルーシュのルルーシュのルルーシュのルルーシュ    ((((シャルル・ジ・ブリタニアシャルル・ジ・ブリタニアシャルル・ジ・ブリタニアシャルル・ジ・ブリタニア))))    

若本規夫 

 

 

 



小西克幸小西克幸小西克幸小西克幸    

＜＜＜＜代表作代表作代表作代表作＞＞＞＞    

・・・・天元突破天元突破天元突破天元突破グレンラガングレンラガングレンラガングレンラガン    ((((カミナカミナカミナカミナ

・・・・べるぜバブべるぜバブべるぜバブべるぜバブ((((男鹿辰巳男鹿辰巳男鹿辰巳男鹿辰巳))))    

    

    

浪川大輔浪川大輔浪川大輔浪川大輔    

＜＜＜＜代表作代表作代表作代表作＞＞＞＞    

    ・・・・Persona4 the ANIMATIONPersona4 the ANIMATIONPersona4 the ANIMATIONPersona4 the ANIMATION    

    ・・・・Fate/Zero (Fate/Zero (Fate/Zero (Fate/Zero (ウェイバー・ベルベットウェイバー・ベルベットウェイバー・ベルベットウェイバー・ベルベット

    

小西克幸 

 

    

    

 

 

カミナカミナカミナカミナ))))    

    ((((鳴上悠鳴上悠鳴上悠鳴上悠))))    

ウェイバー・ベルベットウェイバー・ベルベットウェイバー・ベルベットウェイバー・ベルベット))))    

浪川大輔 

 

 

 



鈴村健一鈴村健一鈴村健一鈴村健一    

＜＜＜＜代表作代表作代表作代表作＞＞＞＞    

・・・・宇宙戦艦宇宙戦艦宇宙戦艦宇宙戦艦ヤマトヤマトヤマトヤマト 2199 (2199 (2199 (2199 (島大介島大介島大介島大介

・・・・銀魂銀魂銀魂銀魂    ((((沖田総悟沖田総悟沖田総悟沖田総悟))))    

鈴村健一 

 

    

    

 

 

島大介島大介島大介島大介))))    

 

        



 

【【【【サインサインサインサイン

さらに！ボイスルーレットをご利用

の直筆サイン色紙をプレゼントいたします

 

好きな声優のボイスチケットと共

ぜひ「ボイスルーレットⅢ」をお

 

    

詳細詳細詳細詳細

http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/

 

 

サインサインサインサイン色紙色紙色紙色紙がもらえるキャンペーンもがもらえるキャンペーンもがもらえるキャンペーンもがもらえるキャンペーンも開催開催開催開催！】！】！】！】    

利用いただいた方の中から、新たにボイスチケットに加

をプレゼントいたします！！ 

共に、ファン垂涎
すいぜん

の直筆サイン色紙ゲットのチャンス！

をお楽しみください！！ 

詳細詳細詳細詳細はははは下記下記下記下記ルーレットルーレットルーレットルーレット特設特設特設特設ページページページページをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/http://www.fezero.jp/collaboration/voiceroulette3/collaboration/voiceroulette3/collaboration/voiceroulette3/collaboration/voiceroulette3/    

    

    

加わった声優8 名

！ 

 



ゲームゲームゲームゲーム

本日3 月11 日(月)のアップデートにて

 

本イベントは期間中に戦争に参戦

存の装備に加え限定装備の新色

 

さらに参戦して獲得できるポイントと

アイテムの交換はポイントがある

 

戦争に参戦すればするほどアイテムゲット

テムをゲットしましょう！！ 

 

■■■■限定装備限定装備限定装備限定装備    

プリンセスセット 

 

    

※本イベントで装備の獲得は女性

    

    

 

 

 

限定装備限定装備限定装備限定装備にににに新色追加新色追加新色追加新色追加！！！！！！！！    

ゲームゲームゲームゲーム内内内内イベントイベントイベントイベント「「「「プリンセスデイズプリンセスデイズプリンセスデイズプリンセスデイズ」」」」開催開催開催開催    

のアップデートにて、イベント「プリンセスデイズ」を開催いたします

参戦することで、イベント限定装備を獲得することが出来

新色が新規実装！ 

できるポイントと交換でお得なアイテムをゲットすることができます

はポイントがある限り何度でも可能となっております！！ 

アイテムゲットの大チャンス！ どんどん戦争参加して、

プエラセット 

 
 

女性キャラクターのみが可能です。 

  

    

いたします。 

出来ます。今回は既

することができます！ なんと今回、

、新たな装備やアイ

 



■■■■参戦獲得参戦獲得参戦獲得参戦獲得アイテムアイテムアイテムアイテム    

ポイントポイントポイントポイント

    

    

    

詳細詳細詳細詳細

 

 

ポイントポイントポイントポイント プリンセスデイズプリンセスデイズプリンセスデイズプリンセスデイズ    14141414 日間日間日間日間 

1 HP アップ R×1 

6 ハイリジェネレート×5 

12 ビルドアタックブースト R×10 

18 特製エンチャントセット 

20 匠の砥石 

27 精練の密書 

30 追憶の壺 

35 流転の羽 

40 エクスバンク特約書 

    

詳細詳細詳細詳細はははは下記下記下記下記イベントイベントイベントイベント特設特設特設特設ページページページページをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

http://www.fezero.jp/event/20130311/http://www.fezero.jp/event/20130311/http://www.fezero.jp/event/20130311/http://www.fezero.jp/event/20130311/    

    



「「「「バンクェットバンクェットバンクェットバンクェット

3 月2 日(土)より、公式大会「バンクェット

 

3 月9 日(土)に各ワールドのチャンピオンが

含めた 4 チームが、3 月30 日(土

 

試合は公式ページ、または「USTREAM

公式動画視聴ページはこちら。 

http://www.fezero.jp/event/banquet2013/qualifying.aspxhttp://www.fezero.jp/event/banquet2013/qualifying.aspxhttp://www.fezero.jp/event/banquet2013/qualifying.aspxhttp://www.fezero.jp/event/banquet2013/qualifying.aspx

 

 トッププレイヤーがぶつかり合う

 

詳細詳細詳細詳細はははは下記下記下記下記「「「「バンクェットバンクェットバンクェットバンクェット

http://www.fezero.jp/event/banquet2013/schedule.aspxhttp://www.fezero.jp/event/banquet2013/schedule.aspxhttp://www.fezero.jp/event/banquet2013/schedule.aspxhttp://www.fezero.jp/event/banquet2013/schedule.aspx

 

 

究極究極究極究極のののの戦戦戦戦いをいをいをいを見逃見逃見逃見逃すなすなすなすな！！！！！！！！    

バンクェットバンクェットバンクェットバンクェット    ～～～～Ultimate Battle 2013Ultimate Battle 2013Ultimate Battle 2013Ultimate Battle 2013～」～」～」～」開催中開催中開催中開催中！！！！！！！！    

バンクェット ～Ultimate Battle 2013～」が開催中！ 

ワールドのチャンピオンが決定し、3 月16 日(土)に行われる敗者復活戦

土)に実施される「ワールド決勝大会」で最強をかけてぶつかります

USTREAM」で公式放送を実施いたします！！ 

 

http://www.fezero.jp/event/banquet2013/qualifying.aspxhttp://www.fezero.jp/event/banquet2013/qualifying.aspxhttp://www.fezero.jp/event/banquet2013/qualifying.aspxhttp://www.fezero.jp/event/banquet2013/qualifying.aspx    

う「ファンタジーアース ゼロ」 究極の戦いを決して見逃

バンクェットバンクェットバンクェットバンクェット    ～～～～Ultimate Battle 2013Ultimate Battle 2013Ultimate Battle 2013Ultimate Battle 2013～」～」～」～」特設特設特設特設サイトサイトサイトサイトをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください

http://www.fezero.jp/event/banquet2013/schedule.aspxhttp://www.fezero.jp/event/banquet2013/schedule.aspxhttp://www.fezero.jp/event/banquet2013/schedule.aspxhttp://www.fezero.jp/event/banquet2013/schedule.aspx    

    

    

    

    

敗者復活戦での復活枠を

をかけてぶつかります！！ 

見逃すな！！ 

くださいくださいくださいください。。。。    



『『『『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』』』』についてについてについてについて    

『ファンタジーアース ゼロ』は、最大

を楽しむことができる、オンラインアクション

6つの大陸で構成されている世界『メルファリア

1 つの国を選び、王の命に従って仲間と

 刻々と変化し続ける戦乱のファンタジー

長していくMMORPGの楽しさ、そして戦争

体感してください！ 

 

©2005-2013 SQUARE ENIX CO., 

 

 

 

    

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

オンラインアクションRPGです。 

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

と共に大陸の統一を目指して戦います。 

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

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

 

 
SQUARE ENIX CO., Ltd. All Rights Reserved. Licensed to Gamepot Inc.  

  

リアルタイムで多人数の戦争

プレイヤーは、いずれか

爽快感、仲間と共に戦い成

オンラインゲームの新世界を

 

 



株式会社株式会社株式会社株式会社ゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについて 
ゲームポットは2001年5月に設立した、オンラインゲーム

ント株式会社の連結子会社です。ゲームポットは

シップを擁しており、幅広く展開する戦略的

界のリーダーとしての地位を確立しております

（ 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    

Wizardry Online 

トキメキファンタジー ラテール 

スカッとゴルフ パンヤ    

CABAL ONLINE 

ペーパーマン 

ファンタジーアース ゼロ 

コンチェルトゲート フォルテ 

トリックスター 

Livly Island COR 

ソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲーム 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- 

童話スピリッツ-海と空の島々-    

狩りとも 

わグルま！    

ラテール イリス物語 

蒼穹ドラゴンギルド 

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 

ゆるロボ製作所 

ゆるロボ製作所ふぃーばー 

 

 

 

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、現在、

ゲームポットは、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

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

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

http://www.wizardry-online.jp/ 

http://www.latale.jp/ 

http://www.pangya.jp/    

http://www.cabal.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.cgf.jp/ 

http://www.trickster.jp/ 

http://www.livly.com/ 

 http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/

http://company.gamepot.co.jp/special/douwa3/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/karitomo/

http://www.waguruma.jp/ 

http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

http://pf.mbga.jp/12010535 

http://yururobo.jp 

http://yururobo.jp 

、ソネットエンタテインメ

海外開発会社とのリレーション

日本のオンラインゲーム業

ホームページをご覧下さい。

http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

http://company.gamepot.co.jp/special/karitomo/ 

 


