
 

 

平成24 年3 月30 日 

各位 

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』』』』大型アップデート「クロニクルズ」が遂に実装大型アップデート「クロニクルズ」が遂に実装大型アップデート「クロニクルズ」が遂に実装大型アップデート「クロニクルズ」が遂に実装！！！！    

新たな戦争が君をまっている新たな戦争が君をまっている新たな戦争が君をまっている新たな戦争が君をまっている！！！！    その他その他その他その他にも様々なにも様々なにも様々なにも様々なキャンペーンも同時開催キャンペーンも同時開催キャンペーンも同時開催キャンペーンも同時開催！！！！    

オンラインゲームの開発・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：植田修平、

以下ゲームポット）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、3 月30 日(金)にアップデートを行い

ます。 

 

アップデート「クロニクルズ」が遂に実装アップデート「クロニクルズ」が遂に実装アップデート「クロニクルズ」が遂に実装アップデート「クロニクルズ」が遂に実装！！！！    新戦争ルールや新建築物等、新たな要素が満載！新戦争ルールや新建築物等、新たな要素が満載！新戦争ルールや新建築物等、新たな要素が満載！新戦争ルールや新建築物等、新たな要素が満載！    

    
本日3月30日(金)臨時メンテナンスでのアップデートにて、大型アップデート「クロニクルズ」が実装され

ます。今回のクロニクルズは、各国家によって建てられる「砦」の統一を目指して戦う「五大砦統一戦」とい

うエピソードとなります。 

五大砦統一戦は、「砦築城作戦」「砦侵攻作戦」といった各フェイズに分かれており、「砦築城作戦」では

砦の築城に必要な資源クリスタルを確保するための新戦争ルール、「砦侵攻作戦」では敵砦の占領を目

的とした新戦争ルールが展開されます。 

  また、今回登場する各司令官ごとに進行ルートが分かれており、選択された進行ルートによって戦争

ルールが変化します。各国のプレイヤー達は戦況に合わせて新システムである「軍方針進言」を使い、砦

攻略に向けて進めていきます。 

新要素満載の「クロニクルズ」をぜひお楽しみください！ 

 

詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。    

http://www.fezero.jp/update/20110926_chronicles/index.htmlhttp://www.fezero.jp/update/20110926_chronicles/index.htmlhttp://www.fezero.jp/update/20110926_chronicles/index.htmlhttp://www.fezero.jp/update/20110926_chronicles/index.html    

 



 

 

【新戦争ルール】【新戦争ルール】【新戦争ルール】【新戦争ルール】    

砦築城作戦 

■資源争奪戦■資源争奪戦■資源争奪戦■資源争奪戦    

    

砦築城のため、資源クリスタルを確保せよ！！砦築城のため、資源クリスタルを確保せよ！！砦築城のため、資源クリスタルを確保せよ！！砦築城のため、資源クリスタルを確保せよ！！    

    

資源争奪戦は、専用のリソーシズオブクリスタル（巨大資源クリスタル）より採掘される「資源クリスタル」を

より多く獲得することで勝利することができる戦争ルールです。資源クリスタルの獲得方法は採掘するだ

けでなく、敵キャラクターに一定のダメージを与えることで、所持している資源クリスタルを奪うことができ

ます。    

    
    

■資源輸送部隊護衛■資源輸送部隊護衛■資源輸送部隊護衛■資源輸送部隊護衛    

 

資源輸送車両を敵国から守り抜け資源輸送車両を敵国から守り抜け資源輸送車両を敵国から守り抜け資源輸送車両を敵国から守り抜け!!!!!!!!    

 

資源輸送部隊護衛は、資源が積まれているキャリアー（輸送車）を守りながら戦う戦争ルールです。 

また、攻撃側は地形を利用して様々な場所から奇襲を行い、全てのキャリアー（輸送車）を破壊することで

勝利することができます。 

    
 



 

 

 

砦侵攻作戦 

■敵偵察部隊殲滅戦（シグルスルート）■敵偵察部隊殲滅戦（シグルスルート）■敵偵察部隊殲滅戦（シグルスルート）■敵偵察部隊殲滅戦（シグルスルート）    

    

白兵戦を制し、偵察部隊を殲滅せよ白兵戦を制し、偵察部隊を殲滅せよ白兵戦を制し、偵察部隊を殲滅せよ白兵戦を制し、偵察部隊を殲滅せよ!!!!!!!! 

 

敵偵察部隊殲滅戦は、砦侵攻作戦のシグルスルートで発生する戦争ルールです。 

敵の砦付近に潜伏している敵偵察部隊を殲滅することが目的となります。 

建築物などは既に建てられている状態のため、白兵戦を制することがそのまま勝利へと繋がります。 

    
 

■濃霧戦（シグルスルート）■濃霧戦（シグルスルート）■濃霧戦（シグルスルート）■濃霧戦（シグルスルート）    

    

濃く深い霧を突き進み、潜む敵兵を殲滅せよ濃く深い霧を突き進み、潜む敵兵を殲滅せよ濃く深い霧を突き進み、潜む敵兵を殲滅せよ濃く深い霧を突き進み、潜む敵兵を殲滅せよ!!!!!!!!    

 

濃霧戦は、砦侵攻作戦のシグルスルートで発生する戦争ルールです。 

マップの大部分がレーダー機能を無効化する濃い霧に覆われており、プレイヤーの視界を奪います。 

また、濃霧戦ではデッドダウンダメージが大幅に増加されているため、潜伏・奇襲攻撃といった戦術を駆

使し、相手を殲滅させることが勝利へと繋がります。 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

■防衛ライン攻防戦（ハーゲンルート）■防衛ライン攻防戦（ハーゲンルート）■防衛ライン攻防戦（ハーゲンルート）■防衛ライン攻防戦（ハーゲンルート）    

    

ヴァレイションを破壊し、防衛ラインを突破せよヴァレイションを破壊し、防衛ラインを突破せよヴァレイションを破壊し、防衛ラインを突破せよヴァレイションを破壊し、防衛ラインを突破せよ!!!!!!!!    

 

防衛ライン攻防戦は、砦侵攻作戦のハーゲンルートで発生する戦争ルールです。 

「トランスポートクリスタル」によってリスポーン位置が変化するこの戦争ルールでは、 

防衛ラインである「ヴァレイション」を守り、 

そして相手側の「ヴァレイション（城壁）」を破壊して領域を確保する事が重要となります。 

 
 

■補給拠点確保戦（クリィムルート）■補給拠点確保戦（クリィムルート）■補給拠点確保戦（クリィムルート）■補給拠点確保戦（クリィムルート）    

    

トライリスを破壊し、補給拠点を確保せよトライリスを破壊し、補給拠点を確保せよトライリスを破壊し、補給拠点を確保せよトライリスを破壊し、補給拠点を確保せよ!!!!!!!!    

 

補給拠点確保戦は、砦侵攻作戦のクリィムルートで発生する戦争ルールです。 

各軍ともに支配領域を確保・維持することが目的となります。 

この戦争ルールでは、支配領域ダメージが大幅に増加されているため、広い領域確保が重要となりま

す。また、中央付近に各軍トライリスが建築されており、破壊すると敵軍に大ダメージを与える事もできま

す。同時に敵軍の支配領域ダメージも大きいため、支配領域の確保と維持をバランスよく行うことが必要

です。 

 

 



 

 

 

■城門戦■城門戦■城門戦■城門戦    

    

堅固な城門を突破し、砦へと侵攻せよ堅固な城門を突破し、砦へと侵攻せよ堅固な城門を突破し、砦へと侵攻せよ堅固な城門を突破し、砦へと侵攻せよ!!!!!!!!    

 

城門戦は、砦戦へ進むために攻略しなければならない戦争ルールです。 

城門戦という名のとおり、新建築物である大きな城門が侵攻するプレイヤー達を阻みます。 

また、防衛側はその大きな城門を活かして敵の進行を防ぐことが目的となります。 

さらに城門戦では、選択された司令官(進行ルート)によって攻撃側に有利な条件が付与されるなど、各国

家の軍方針によって戦況が変化していく戦争ルールです。 

 
 

■砦戦■砦戦■砦戦■砦戦    

    

難攻不落の砦を攻略し、攻め入る敵国を退けよ難攻不落の砦を攻略し、攻め入る敵国を退けよ難攻不落の砦を攻略し、攻め入る敵国を退けよ難攻不落の砦を攻略し、攻め入る敵国を退けよ!!!!!!!!    

 

砦戦は、城門戦を突破した後に発生する戦争ルールです。 

高い崖を利用して建てられているこの砦は、まさに難攻不落のマップです。 

攻撃側は拠点前に設置されたクリスタルを最大限に活用し、素早い領域展開と召喚が重要になります。 

また、デッドダメージが大幅に下がり、一部の建築物・召喚獣の仕様も変化しています。 

防衛側は地形を活かし、侵攻してくる敵軍を高い位置から迎え撃つことができます。 

各所に建築されている城門をいかに突破させず、領域を維持してくかが重要です。 

 
 

 



 

 

 

 

【司令官】【司令官】【司令官】【司令官】    

詳細 イラスト 

■■■■シグルスシグルスシグルスシグルス（30 歳 階級：中佐）    

    

弱者に用はない。弱者に用はない。弱者に用はない。弱者に用はない。    

腕に覚えがある者は我に続け。腕に覚えがある者は我に続け。腕に覚えがある者は我に続け。腕に覚えがある者は我に続け。    

    

名門フレイズマル家の養子の青年。 

実父・シグムンドは剣豪として名の知れた名門ヴォルスング家の当

主であったが、権力争いに敗れ他界。 

戦争を早期終結させるためであれば、騎士道精神から外れた暗殺や

奇襲は已む無し、という考えの持ち主である。 

薄笑いを浮かべた表情をすることが多いが、これは貴族に上手く取

り入るために身に付けた渡世術の一つ。 

護身用に刺突剣を持ち歩いているが、近接武器（片手、大剣、両手

剣）であればどれも器用に使いこなす腕前をもつ。 

    
    

 

■ハーゲン■ハーゲン■ハーゲン■ハーゲン（33 歳 階級：中佐）    

    

何度攻めて来ようとも、何度攻めて来ようとも、何度攻めて来ようとも、何度攻めて来ようとも、    

我らが全て跳ね返してくれる！我らが全て跳ね返してくれる！我らが全て跳ね返してくれる！我らが全て跳ね返してくれる！    

    

名門フレイズマル家に仕える重臣。 

身長190cm、体重108kgという容姿のとおり、力で押し切る戦略を得

意とする。 

愛用の「ダークメタルヘルム」は彼が 6 歳の誕生日に、フレイズマル

家の家臣として正式に認められた証として父より譲り受けた一品。 

体の成長と共に修理と強化を繰り返し、今や体の一部であるかのよ

うにジャストフィットしている。 

口癖は気合を入れる際の「うし！」。困った時や、悩んだ時は「ヌ

ー」。 

愛用武器は両手斧と槍。 

両手剣は実戦用としてボレアス、訓練用としてキラーポール、本気用

としてヴリトラを愛用している。    

 

 

 

    



 

 

 

■クリィム■クリィム■クリィム■クリィム（28 歳 階級：少佐）    

    

やったやった！やったやった！やったやった！やったやった！    

遂に砦が完成したよぉ！遂に砦が完成したよぉ！遂に砦が完成したよぉ！遂に砦が完成したよぉ！    

    

貴族ブルグント家のグンターに素養を買われ養女となった、少しおっ

とりした女性。 

面倒見が良く、温かい人柄のせいか、クリィムの周囲には自然と人が

集まる。 

シグルスとは幼馴染そして同期であり、クリィムとは対照的に人を寄

せ付けないシグルスを常に心配している。 

戦争においては非情になりきれない部分があり、例え敵であっても

救いの手を差し伸べる等、非常に情け深い。 

天然ボケでおっとりしているが、武道に通じているため怒らせると怖

い一面をもつ。 

またクヌートと非常に仲が良く、クリィムはクヌートのことを「クヌヌ」と

あだ名で呼ぶが、クヌートはあだ名で呼ばれることを嫌がっている。 

愛用武器は片手武器。 

    

    

    

    

    

新たなる戦地が君を待っている新たなる戦地が君を待っている新たなる戦地が君を待っている新たなる戦地が君を待っている！！！！戦線復帰・新兵募集ダブルキャンペーン実施！戦線復帰・新兵募集ダブルキャンペーン実施！戦線復帰・新兵募集ダブルキャンペーン実施！戦線復帰・新兵募集ダブルキャンペーン実施！    

期間は期間は期間は期間は 3333 月月月月30303030 日（金）臨日（金）臨日（金）臨日（金）臨時メンテナンス終了後から時メンテナンス終了後から時メンテナンス終了後から時メンテナンス終了後から 5555 月月月月7777 日（月）定期メンテナンス開始前まで！日（月）定期メンテナンス開始前まで！日（月）定期メンテナンス開始前まで！日（月）定期メンテナンス開始前まで！    

    
3 月30 日(金)臨時メンテナンス終了後より、「戦線復帰・新兵募集キャンペーン」を行います。2011年1

月1日（土）、もしくは2012年1月24日（火）からログインされていない人を対象に豪華アイテムが、そして

期間中に新たにキャラクターを作ると育成に役立つアイテムをもれなくプレゼントいたします。 

 



 

 

■戦線復帰キャンペーン■戦線復帰キャンペーン■戦線復帰キャンペーン■戦線復帰キャンペーン    

戦線復帰キャンペーンでは以下の条件の方々に豪華アイテムをプレゼントいたします。 

 

＜条件１＞＜条件１＞＜条件１＞＜条件１＞2011201120112011 年年年年1111 月月月月1111 日日日日（土）（土）（土）（土）以降ログインしていないアカウントのキャラクター以降ログインしていないアカウントのキャラクター以降ログインしていないアカウントのキャラクター以降ログインしていないアカウントのキャラクター    

キャンペーン期間中にログインすると以下アイテムをプレゼント！    

    

さらに＜条件１＞に該当するアカウントでチャージを行った場合、初回チャージのみ購入したオーブの

1/2が手に入ります！そして期間中に 500A以上を使用すると、取得経験値が 5倍となる「精錬の密書」を

5つプレゼント！この機会をお見逃しなく！ 

 

 

＜条件２＞＜条件２＞＜条件２＞＜条件２＞2012201220122012 年年年年1111 月月月月24242424 日日日日（火）（ワールド統合）（火）（ワールド統合）（火）（ワールド統合）（火）（ワールド統合）以降ログインしていないアカウントのキャラクター以降ログインしていないアカウントのキャラクター以降ログインしていないアカウントのキャラクター以降ログインしていないアカウントのキャラクター    

こちらもキャンペーン期間中にログインすると、以下のアイテムをプレゼントいたします！ 

 
 



 

 

■新兵募集キャンペーン■新兵募集キャンペーン■新兵募集キャンペーン■新兵募集キャンペーン    

期間中に新規キャラクターを作成すると、育成に便利な「新兵支援セット」と、取得経験値が1 時間5 倍になる「精錬の密書」

を 5 個プレゼントいたします！ 

また、参戦数に応じてもらえる豪華アイテムや、レベル21以上になると装備品をプレゼントする等、盛りだくさんの内容とな

っています！ 

 

 

詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。詳細は下記特設サイトをご覧ください。    

http:http:http:http://www.fezero.jp/event/20120330/shinpei.aspx//www.fezero.jp/event/20120330/shinpei.aspx//www.fezero.jp/event/20120330/shinpei.aspx//www.fezero.jp/event/20120330/shinpei.aspx    

    

    

『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』×Razer×Razer×Razer×Razer    推奨マウス発売開始推奨マウス発売開始推奨マウス発売開始推奨マウス発売開始！！！！    さらにプレゼントキャンペーンも！さらにプレゼントキャンペーンも！さらにプレゼントキャンペーンも！さらにプレゼントキャンペーンも！    

    
本日 3 月 30 日（金）より、Razer社製「DeathAdder ファンタジーアース ゼロ スペシャルエディション」

の発売を開始いたします。本製品には、限定ゲーム内アイテムコード付き！  1,000 個限定の販売となっ

ておりますので、お見逃しなく！ 

 

 また、本製品の発売を記念して本日 3 月 30 日（金）から 4月 30 日（火）24：00 までの期間中、「Razer

プレゼントキャンペーン」を開催いたします。開催期間中に、キャンペーンページより応募された方の中か

ら、抽選でRazerのマウスパッド「Razer Goliathus Fragged Omega Speed」を 3名様にプレゼント！ 

マウス操作を快適にサポートするこのマウスパッドを手に入れよう！ 



 

 

 

≪開催概要≫≪開催概要≫≪開催概要≫≪開催概要≫    

 

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

2012年3 月30 日（金）から 4月30 日（火）24：00    

    

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

開催期間中に、キャンペーンページより応募された方の中から抽選

で 3名様に Razerのマウスパッド「Razer Goliathus Fragged Omega 

Speed」をプレゼントいたします。 

詳細に関しましては、下記特設サイトよりご確認ください。 

 

 

 

 

 

DeathadderDeathadderDeathadderDeathadder    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    スペシャルエディションスペシャルエディションスペシャルエディションスペシャルエディション    特設サイト特設サイト特設サイト特設サイト    

http://www.fezero.jp/collaboration/2012_razer/ 

 



 

 

『ファンタジー『ファンタジー『ファンタジー『ファンタジーアースアースアースアース    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！ 
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株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社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、オンラインゲーム等を開発・運営するサービスプロバイダーです。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/ 

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/    

CABAL ONLINE http://www.cabal.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ 

コンチェルトゲート フォルテ http://www.cgf.jp/ 

ブラウザ封神演義 http://buraho.jp/ 

ハウリングソード http://www.hs-online.jp/ 

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

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

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

アヴァロンの鍵ONLINE http://www.avalon-online.jp/ 

アルテイルネット http://www.alteil.jp/ 

THE SHOGUN http://www.theshogun.jp/ 

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    http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/ 

狩りとも http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/ 

ミニチュアガーデン http://yahoo-mbga.jp/43086316/diary/823168547 

Alteil バトル RPG http://www.alteil.jp/mobile/ 

ネイビーウォーズ http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/ 

ワイルドレーシング MAX http://company.gamepot.co.jp/special/wrmax/ 

バトルゴルフ パンヤ http://company.gamepot.co.jp/special/battlegolfpangya/ 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

ゾンビハンターズ by 狩りとも http://company.gamepot.co.jp/special/zombie 

ラテール イリス物語 http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

特殊戦隊クロニクル http://tksc.docs.social-games.jp/support/gp_tksc/index.html 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ http://company.gamepot.co.jp/special/senki/ 

 


