
 

 

平成23 年12 月26 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』』』』古の装備が登場！ダメージ加工古の装備が登場！ダメージ加工古の装備が登場！ダメージ加工古の装備が登場！ダメージ加工装備が手に入る装備が手に入る装備が手に入る装備が手に入る    

「「「「古代のルーレット古代のルーレット古代のルーレット古代のルーレット」」」」がががが 12121212 月月月月 26262626 日より期間限定実装日より期間限定実装日より期間限定実装日より期間限定実装！！！！    

さらにさらにさらにさらに太古の砦が表現された新太古の砦が表現された新太古の砦が表現された新太古の砦が表現された新 MAPMAPMAPMAP が登場するが登場するが登場するが登場するイベントも開始！イベントも開始！イベントも開始！イベントも開始！    

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、12 月 26 日(月)にアップデ

ートを行います。 

 

歴戦の傷跡を感じる歴戦の傷跡を感じる歴戦の傷跡を感じる歴戦の傷跡を感じる防具防具防具防具10101010 種類、武器種類、武器種類、武器種類、武器 11111111 種類種類種類種類、、、、    

さらにさらにさらにさらに古代の回復アイテムなど古代の回復アイテムなど古代の回復アイテムなど古代の回復アイテムなどが手に入るが手に入るが手に入るが手に入る「「「「古代の古代の古代の古代のルーレットルーレットルーレットルーレット」」」」が期間限定が期間限定が期間限定が期間限定実装！実装！実装！実装！    

    

    

本日 12 月 26 日（月）定期メンテナンス終了後から 2011 年 1 月 16 日（月）定期メンテナンス開始前ま

での期間中、「古代のルーレット」を実施いたします。 

「古代のルーレット」とは、歴戦の傷跡を表現した古の装備が登場する、期間限定の特別ルーレットと

なっており、古代のコイン 1 枚につき 1 回プレイする事が出来ます。 

 

「「「「5555th_anniversaryth_anniversaryth_anniversaryth_anniversary」」」」古代古代古代古代ルーレット特設ページルーレット特設ページルーレット特設ページルーレット特設ページ    

http://www.fezero.jp/campaign/5th_anniversary/  

 



 

 

【防具】 

男ウォリアー装備 女ウォリアー装備 

    

ナドバナドバナドバナドバセットセットセットセット    

    

ジャルフジャルフジャルフジャルフセットセットセットセット    

男スカウト装備 女スカウト装備 

    

ブレシュールブレシュールブレシュールブレシュールセットセットセットセット    

    

シカトリスシカトリスシカトリスシカトリスセットセットセットセット    

男ソーサラー装備 女ソーサラー装備 

    

フェリータフェリータフェリータフェリータセットセットセットセット    

    

チカトリーチェチカトリーチェチカトリーチェチカトリーチェセットセットセットセット    



 

 

 

男フェンサー装備 女フェンサー装備 

    

レシオンレシオンレシオンレシオンセットセットセットセット    

    

エリダエリダエリダエリダセットセットセットセット    

男セスタス装備 女セスタス装備 

    

フェリメントフェリメントフェリメントフェリメントセットセットセットセット    

    

コルトコルトコルトコルトセットセットセットセット    

 



 

 

【武器】 

        

レリックセットレリックセットレリックセットレリックセット（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））））    

スコヴニュングスコヴニュングスコヴニュングスコヴニュング（片手武器）（片手武器）（片手武器）（片手武器）                                                                                アンキレーアンキレーアンキレーアンキレー（盾）（盾）（盾）（盾）    

    

オシェオシェオシェオシェ（（（（両手武器両手武器両手武器両手武器））））    

    

スクレップスクレップスクレップスクレップ（（（（大剣大剣大剣大剣））））    

    

グラーシーザグラーシーザグラーシーザグラーシーザ（（（（短剣短剣短剣短剣））））    

    

ガーンデーヴァガーンデーヴァガーンデーヴァガーンデーヴァ（弓）（弓）（弓）（弓）    



 

 

    

アグネヤストラアグネヤストラアグネヤストラアグネヤストラ（銃）（銃）（銃）（銃）    

    

タイアハタイアハタイアハタイアハ（杖）（杖）（杖）（杖）    

    

リブロルムプロヒビトルムリブロルムプロヒビトルムリブロルムプロヒビトルムリブロルムプロヒビトルム（魔導具）（魔導具）（魔導具）（魔導具）    

    

ミュルグレスミュルグレスミュルグレスミュルグレス（刺突剣）（刺突剣）（刺突剣）（刺突剣）    

    

スファイライスファイライスファイライスファイライ（手甲）（手甲）（手甲）（手甲）    

    

    

    



 

 

新マップ「太古の砦」が登場！新マップ「太古の砦」が登場！新マップ「太古の砦」が登場！新マップ「太古の砦」が登場！    イベント「イベント「イベント「イベント「Dawn of The StrongholdDawn of The StrongholdDawn of The StrongholdDawn of The Stronghold」開催！」開催！」開催！」開催！    

    

 

 

本日 12 月 26 日（月）定期メンテナンス終了後から 2011 年 1 月 10 日（火）定期メンテナンス開始前ま

での期間中、全ワールドを対象としたイベント「Dawn of The Stronghold」を開催いたします。 

イベント期間中は、エスセティア大陸の一部のフィールドに「古代の砦」が実装されます！ 

 

イベント「イベント「イベント「イベント「Dawn of The StrongholdDawn of The StrongholdDawn of The StrongholdDawn of The Stronghold」」」」    特設ページ特設ページ特設ページ特設ページ    

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

    



 

 

チャージボーナスで古代のコインが貰える！チャージボーナスで古代のコインが貰える！チャージボーナスで古代のコインが貰える！チャージボーナスで古代のコインが貰える！    

古代のルーレット記念古代のルーレット記念古代のルーレット記念古代のルーレット記念オーブチャージキャンオーブチャージキャンオーブチャージキャンオーブチャージキャンペーンペーンペーンペーン開催開催開催開催！！！！    

    

 

本日 12 月 26 日（月）定期メンテナンス終了後から 2011 年 1 月 10 日（火）定期メンテナンス開始前ま

での期間中、「古代のルーレット」を実施いたします。 

キャンペーン期間中に 3,000 円以上オーブチャージを行うと「古代のコイン×1 枚」を獲得することがで

きます！ また、3,000 円オーブチャージを行う毎にいくつでも「古代のコイン」を獲得できます。 

古代のルーレット実装期間のお得なキャンペーンを是非ご利用ください！ 

 

古代のルーレット記念古代のルーレット記念古代のルーレット記念古代のルーレット記念プラスワンプラスワンプラスワンプラスワンキャンキャンキャンキャンペーンペーンペーンペーン    特設ページ特設ページ特設ページ特設ページ    

http://www.fezero.jp/campaign/20111226/ 

 

 

イベント「イベント「イベント「イベント「ゆく年くる年おみくじちゃんゆく年くる年おみくじちゃんゆく年くる年おみくじちゃんゆく年くる年おみくじちゃん」開催！」開催！」開催！」開催！ 

景品アイテムの中にはマルクティス武器の新たな種類景品アイテムの中にはマルクティス武器の新たな種類景品アイテムの中にはマルクティス武器の新たな種類景品アイテムの中にはマルクティス武器の新たな種類が登場が登場が登場が登場！！！！    

本日12 月26 日(月)定期メンテナンス終了後から 2012 年1 月16 日（月）定期メンテナンス開始前まで

の期間中、イベント「ゆく年くる年おみくじちゃん」を開催いたします。 

イベント期間中戦争に参加すると、各国首都に設定されますイベント NPC より「ゆく年くる年おみくじち

ゃん」をプレイすることができます！おみくじからはイベント限定武器アイテムの他、様々な消耗品など

も獲得することができます！ さらに、今回はなんとマルクティス武器に新しい種類が登場！ 

  

ティソーナ（大剣） 

 

カスパール（銃） 



 

 

    

トゥプシマティ（魔導具） 

 

フラガラッハ（刺突剣） 

    

アカンタ（手甲） 

 

 

「「「「ゆく年くる年おみくじちゃんゆく年くる年おみくじちゃんゆく年くる年おみくじちゃんゆく年くる年おみくじちゃん」特設ページ」特設ページ」特設ページ」特設ページ    

http://www.fezero.jp/event/20111212/ 

 

 

お正月はお正月はお正月はお正月は御とそや鏡餅が舞い踊る！御とそや鏡餅が舞い踊る！御とそや鏡餅が舞い踊る！御とそや鏡餅が舞い踊る！    

新新新新装備も追加された、装備も追加された、装備も追加された、装備も追加された、おおおお正月正月正月正月期間限定期間限定期間限定期間限定武器武器武器武器がががが販売開始！販売開始！販売開始！販売開始！    

本日 12 月 26 日（月）定期メンテナンス終了後から 2011 年 1 月 10 日（火）定期メンテナンス開始前ま

での期間中、「お正月武器」を販売いたします。 

今回は以前販売されていたお正月武器に加え、新武器である「大剣」、「銃」、「魔導具」、「刺突剣」、

「手甲」の 5つが新たに追加されました！ 

メルファリアのお正月を、筆や鏡餅などのユニークな装備でぜひお楽しみ下さい！ 

 

【新登場武器】 



 

 

    

カリグラフィーカリグラフィーカリグラフィーカリグラフィー（（（（大剣大剣大剣大剣））））    

    

ラッキーロールラッキーロールラッキーロールラッキーロール（銃）（銃）（銃）（銃）    

    

ラウンドライスケークスラウンドライスケークスラウンドライスケークスラウンドライスケークス（魔導具）（魔導具）（魔導具）（魔導具）    

    

チョップスティックスチョップスティックスチョップスティックスチョップスティックス（刺突剣）（刺突剣）（刺突剣）（刺突剣）    

    

オトソイーウェルオトソイーウェルオトソイーウェルオトソイーウェル（手甲）（手甲）（手甲）（手甲）    



 

 

『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！ 
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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/ ） 

 

オンオンオンオンラインゲームラインゲームラインゲームラインゲーム    

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/ 

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ http://company.gamepot.co.jp/special/hamonepu/ 

 


