
 

 

平成24 年2 月3 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』2222 月月月月 4444 日日日日((((土土土土))))より新より新より新より新 TVTVTVTV----    CMCMCMCM が全国が全国が全国が全国 7777 都市で放送開始！都市で放送開始！都市で放送開始！都市で放送開始！    

携帯電話でオベリスクが立てられる携帯電話でオベリスクが立てられる携帯電話でオベリスクが立てられる携帯電話でオベリスクが立てられる ARARARAR アプリ開始アプリ開始アプリ開始アプリ開始！！！！        

さらにオフラインイベント情報も先行大公開！さらにオフラインイベント情報も先行大公開！さらにオフラインイベント情報も先行大公開！さらにオフラインイベント情報も先行大公開！    

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、2 月4 日(土)より新TV-CM

の放送を開始します。 

 

『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』新ゼロ』新ゼロ』新ゼロ』新 CMCMCMCM がががが全国全国全国全国 7777 都市で放送開始！都市で放送開始！都市で放送開始！都市で放送開始！    

各都市各都市各都市各都市の街頭ビジョンの街頭ビジョンの街頭ビジョンの街頭ビジョンでもでもでもでも同時同時同時同時上映！上映！上映！上映！    

    

2 月4 日(土)から 3 月25 日(日)の期間中、『ファンタジーアース ゼロ』の新TV-CM が、全国7 都市の

テレビ局にて放送されます。 さらに、同期間中は、新TV-CM と同じ映像を各都市の街頭ビジョンでも上

映決定！（※地区によって放送期間が異なりますのでご注意ください。） 

詳細に関しましては、後日公開予定の特設サイトをご覧ください。 

 

●●●●CMCMCMCM 放送スケジュール放送スケジュール放送スケジュール放送スケジュール    

放送放送放送放送期間期間期間期間    放送放送放送放送地区地区地区地区    放送放送放送放送テレビ局テレビ局テレビ局テレビ局    街頭ビジョン街頭ビジョン街頭ビジョン街頭ビジョン    

 

 

2 月4 日(土) ～ 2 月12 日(日) 

 

 

東京 

 

 

TOKYO MX 

 

 

秋葉原UDX ビジョン 

 

 

2 月4 日(土) ～ 2 月12 日(日) 

 

 

名古屋 

中京テレビ(CTV) 

中部日本放送(CBC) 

東海テレビ(THK) 

名古屋テレビ(NBN) 

テレビ愛知(TVA) 

 

 

LIGHTING WAVE NAGY 

 

 

2月12日(日) ～ 2月19日(日) 

 

 

大阪 

よみうりテレビ(YTV) 

毎日放送(MBS) 

関西テレビ放送(KTV) 

朝日放送(ABC) 

テレビ大阪(TVO) 

 

トンボリステーション 

BIGMAN 



 

 

 

 

2月19日(日) ～ 2月26日(日) 

 

 

広島 

広島テレビ放送(HTV) 

中国放送(RCC) 

テレビ新広島(TSS) 

広島ホームテレビ(HOME) 

 

 

NAVIA 

 

 

2 月26 日(日) ～ 3 月4 日(日) 

 

 

福岡 

福岡放送(FBS) 

毎日放送(RKB) 

テレビ西日本(TNC) 

九州朝日放送(KBC) 

九州放送(TVQ) 

 

 

ソラリアビジョン 

 

 

3月12日(月) ～ 3月20日(火) 

 

 

札幌 

札幌テレビ放送(STV) 

北海道放送(HBC) 

北海道文化放送(UHB) 

北海道テレビ(HTB) 

テレビ北海道(TVH) 

 

 

道新ビジョン 

 

 

3月18日(日) ～ 3月25日(日) 

 

 

仙台 

ミヤギテレビ(MMT) 

東北放送(TBC) 

仙台放送(OX) 

東日本放送(KHB) 

 

 

仙台アオバビジョン 

 

    

日本日本日本日本をオベリスクで埋め尽くせ！をオベリスクで埋め尽くせ！をオベリスクで埋め尽くせ！をオベリスクで埋め尽くせ！「全国オベリスク建築計画」「全国オベリスク建築計画」「全国オベリスク建築計画」「全国オベリスク建築計画」スタート！スタート！スタート！スタート！    携帯電話でオベリスクを建てら携帯電話でオベリスクを建てら携帯電話でオベリスクを建てら携帯電話でオベリスクを建てら

れるれるれるれる ARARARAR アプリ『オベ建』アプリ『オベ建』アプリ『オベ建』アプリ『オベ建』を使って好きな場所にを使って好きな場所にを使って好きな場所にを使って好きな場所にオベリスクを建てて、ゲーム内アイテムをゲットしよう！オベリスクを建てて、ゲーム内アイテムをゲットしよう！オベリスクを建てて、ゲーム内アイテムをゲットしよう！オベリスクを建てて、ゲーム内アイテムをゲットしよう！    

 
2 月6 日(月)定期メンテナンス終了後から 3 月26 日(月)定期メンテナンス開始前までの期間中、 

イベント「全国オベリスク建築計画」を開催いたします。 

本イベントでは、2 月6 日(月)より Appstore、Android Market に登場する『ファンタジーアース ゼロ』専

用アプリ、『オベ建』を利用してオベリスクを建築すると、「全国オベリスク建築計画」特設サイトの日本地

図に自分の建築したオベリスクが反映されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

建てたオベリスクの本数に応じて、個人報酬アイテム

や、下記の 4 地区ごとの全体報酬アイテムを獲得するこ

とができます！ 

 

 ・北海道、東北地区 

 ・関東地区 

 ・中部、近畿地区 

 ・中国、四国、九州、沖縄 

 

 

さらに、携帯電話よりアプリにログインを行った上でオベリスクを建てると、初回建築時のみログインし

たアカウントに存在するすべてのキャラクターに、ゲーム内アクセサリ「オベリスクイヤリング」をプレゼ

ント！ ぜひ「全国オベリスク建設計画」をお楽しみください。 詳細に関しましては後日公開予定の特設

サイトをご覧ください。 

 

 

 

  
オベリスクイヤリングオベリスクイヤリングオベリスクイヤリングオベリスクイヤリング    

 

 

＜＜＜＜アプリアプリアプリアプリ『オベ建』とは＞『オベ建』とは＞『オベ建』とは＞『オベ建』とは＞    

スマートフォンのカメラを通して、好きな場所にオベリスクを建てることのできる AR アプリです。 

アプリを起動して印刷したサイバーコード（ARマーカー）を撮影すると、オベリスクが表示された 

写真を撮影することができます。 

 

※スマートフォンをご利用の方は、 Appstore、Android Market よりインストールすることができます。 

  ご利用可能となるのは 2 月6 日(月)以降となります。 

 

※スマートフォン以外をご利用の方は、後日公開されます QRコードより携帯向け特設サイトを 

ご覧になれます。 

 



 

 

       

     

 

 

サイバーコード 

 

床置きタイプ 

 

壁掛けタイプ 

 

    

来場者同士で来場者同士で来場者同士で来場者同士で 5vs55vs55vs55vs5 を争うオフラインイベント「バトルコンクエスト」開催！を争うオフラインイベント「バトルコンクエスト」開催！を争うオフラインイベント「バトルコンクエスト」開催！を争うオフラインイベント「バトルコンクエスト」開催！    

イベント告知のためイベント告知のためイベント告知のためイベント告知のためＧＭウチヤマが各地のＧＭウチヤマが各地のＧＭウチヤマが各地のＧＭウチヤマが各地の TVTVTVTV 番組に出演決定！番組に出演決定！番組に出演決定！番組に出演決定！    

    

2 月 12 日(日)より、オフラインイベント「バトルコンクエスト」を開催いたします！ 「バトルコンクエスト」

とは、当日来場されたお客様同士で 5 人組のチームを作成し、バンクェットルールで 5vs5 を争う大会イ

ベントです。 

また、大会終了後には、GM ウチヤマと共に、各都市の有名な土地をめぐり、AR アプリ『オベ建』を利

用してオベリスクを建築して回るツアーも実施いたします。 

 

さらに、各イベントの直前にはＧＭウチヤがイベント『バトルコンクエスト』を紹介するべく全国6都市で

それぞれ放映される TV 番組に出演することが決定いたしました！ どのような内容になるのか、ぜひ

ご期待ください！ 詳細は後日公開の特設サイトをご覧ください。 

 



 

 

●●●●TVTVTVTV 番組番組番組番組出演出演出演出演スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

出演日出演日出演日出演日    地区地区地区地区    出演番組出演番組出演番組出演番組    

2 月10 日(金) 名古屋 東海テレビ 「キュン」 

2 月17 日(金) 大阪 毎日放送 「番組未定」 

2 月23 日(木) 広島 広島HOME 「HOME情報ランド」 

3 月2 日(金) 福岡 福岡放送 「めんたいワイド」 

3 月15 日(木) 札幌 北海道放送  「番組未定」 

3 月23 日(金) 仙台 ミヤギテレビ  「OH！バンデス」 

    

●●●●オフラインイベント開催スケジュールオフラインイベント開催スケジュールオフラインイベント開催スケジュールオフラインイベント開催スケジュール    

出演日出演日出演日出演日    地区地区地区地区    開催場所開催場所開催場所開催場所    

2 月12 日(日) 名古屋 ダイテックサカエ 

2 月19 日(日) 大阪 Cafe JNEWNEW 戎橋店 

2 月26 日(日) 広島 メルパルク広島 

3 月3 日(土) 福岡 サイバック博多駅前店 

3 月18 日(日) 札幌 さっぽろテレビ塔 

3 月25 日（日） 仙台 仙台サンプラザ 

 

    



 

 

『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/ 

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/ 

 


