
チーム・電撃警備保障隊員紹介
レトロ
種族：ヒューマン♂
メイン：ガンナーLv.75
サブ：ハンターLv.75

　今年は物販待機列
をこの目で見るっ！　
ということで、目標
は寝坊しないことで
す。あとは、小林幸
子さんの生歌がすご
く楽しみ！

ステラ
種族：キャスト♀
メイン：ファイターLv.75
サブ：ハンターLv.75

　家で「PSO2放送
局」を見ます。本当
は参加したいのです
が、個人的な事情で
断念。会場へ行く方
は私のぶんまで楽し
んできてくださいね。

ユウヒ
種族：ニューマン♂
メイン：ファイターLv.75
サブ：ハンターLv.75

　見るだけやのに意
気込み!?　き、気合
い入れて見るでー!!　
とか？　あと某『Ｇ
Ｏ』をちゃんとチェ
ックしながら会場に
向かおかな（笑）。

スーザンアントン子
種族：ヒューマン♀
メイン：ブレイバーLv.75
サブ：ハンターLv.53

　小林幸子さんのス
テージは、やはり期
待！　あとはコスプ
レ＆クラフトコンテ
ストのクラフト部門
に、どんな作品が集
まるか注目ですな〜。

野良
種族：デューマン♀
メイン：ブレイバーLv.75
サブ：ハンターLv.75

　コスプレや武器、
アクセサリー制作を
写真に収めるのが楽
しみニャ〜★　あっ
と驚く作品に期待！　
今年もたくさん取材
させてくださいネ♪

お題 アークスフェスティバル2016への意気込みをどうぞ！
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●新フィールド「ラスベガス」  ●ライディングクエスト  ●ACスクラッチ「キングオブモンスター」  ●コレクトファイル「ラスベガスコレクション」など主な配信内容

8月24日
配信予定 夏の大型アップデート「銀翼と黄金の都［Part2］」　地球の第２フィールドはラスベガス。

新しいシステムや遊びを楽しもう！

地球第2フィールド・ラスベガスでは
新クエストタイプ
「ライディングクエスト」が登場

フリーフィールドに加えてライデ
ィングクエストという新クエスト
タイプが存在。このクエストはス
コアアタック要素があり、スコア
を稼ぐほどレアアイテムが出やす
くなる。高スコアのときだけに発
生するＥトライアルも!?

　新フィールドのラスベガスは、
東京同様にエネミーの出現場所が
決まっている。高層ビルなどが立
ち並ぶ高低差の激しいマップで、
移動にはライドロイドという空を
飛ぶ乗り物を使用するのが特徴だ。
また、アークスクエストがなく、

欲望を具現化

◀敵を倒す、Ｅトライ
アルをクリアする、エ
ンブレムを拾うなどで
スコアが上昇していく。
また、一定時間だけ大
量のエンブレムが出現
するエンブレムタイム
も存在。なお、ドロッ
プはクリア後の巨大コ
ンテナから出るので拾
い忘れる心配はない。

クエスト

▲幻創種の巨大UFOが出現するＥトライアル。制限時間内に破壊できればクリア
で、さらに短時間で素早く撃破できればスコアが大きく上昇する。

◀ピエロや電飾、巨大トレーラーなどユニー
クなエネミーが多い。一見すると楽しそうだ
が、ちょっと不気味なデザインだ。

▲スフィンクスと自由の女神が合
体した敵で、奇想天外な攻撃を使
う。ちなみに、ラスベガスには２
つの像のレプリカが存在する。

アークスvs.UFO、夢（!?）の戦いが実現！ ベガス・イリュージア

ジャグラーピエロ

Eトライアル

ライディング
クエスト

ⒸSEGA　TM & Ⓒ TOHO CO.,LTD.
マンガ：荒木風羽　※写真はPS4＆PC版で、一部開発中のものです。また、記事は８月１日時点でのもので、アップデートなどにより変更になる可能性があります



159

▲▶PAを繋いで放つフィニッシュ技「シンクロウゲキ」は強力無比。その力を
ぞんぶんに発揮できるように、プレイヤー自身の腕を磨こう！

8月24日のアップデート情報をお届け！
では新フィールドでのクエスト
が登場。EP4のテーマである

＂新体験＂が詰まった内容だ！

　小林幸子さんのライブステー
ジなど、今年の夏も盛りだくさ
ん！　８月24日のアップデート

新たな戦いの舞台は、一獲
千金で夢を実現できるラス
ベガス。ライドロイドで空
を駆け、マザークラスタの
狂った幻創を打ち砕け！

★13武器に加えてひっさつパフ
ェを入手できるシートも登場！

異なるPAを連続でつなげて
強力な攻撃を放て！

　新たなコレクトファイル「ラスベガスコレクシ
ョン」は、その名のとおりラスベガスフィールド
に対応している。このコレクトファイルで入手で
きる★13武器は３種類の系統が存在。タイタン系
は武骨な金属系の武器、ステルク系はエンジンの
ような形状を持つ。フォーム系はエッジの利いた
鋭いデザインが特徴だ。いずれもこれまでにない
潜在能力を持つのでぜひ入手してほしい。また、
ペット用のキャンディー・ひっさつパフェが入手
できるシートも存在。なお、ヤスミノコフ4000F
だけはコレクトファイルがなく、敵からドロップ
する以外に入手方法はない。

　狐面のような顔をした和風ペット・シンクロウ
は、異なるPAを組み合わせると＂繋ぎ＂の力が
たまっていく。この＂繋ぎ＂の力によって、PA
の性能がより強化されるのが特徴だ。同じPAを
連続で使わなければ条件は満たせるので、２種類
を交互に繰り出すだけでＯＫ。繋ぎの力をためた
状態でシンクロウゲキを放つと、繋ぎを解放する
と同時に大ダメージを与えられる。また、２つの
性格はどちらもほかのペットが気絶状態のときに
性能がアップするもので、マロンなどと好相性だ。

タイタンスティンガー（★13長槍） ステルクイセーラ（★13強弓）

する黄金の都に銀の翼が舞う!!

コレクトファイル

ペット

シンクロウゲキを放て！

◀右手から刃を出して敵を切り裂く。正面
への攻撃範囲が広いのが特徴。

▶正面に向けて衝撃波を放つPA。飛び道
具のような使い方になるのだろうか。

フォームグリーブ（★13魔装脚） ヤスミノコフ4000F（★13大砲）

電飾のような姿の「スナイパーネオン」と「ランチャーネオン」は、それぞれ射撃攻撃を得意とする。サイ
ドカー付きのバイクに乗った「デュラハンライダー」は、高速の突進攻撃が特徴。「サーカスキャリッジ」は、
呼び出した象の鼻で吹き飛ばしたり火の輪を投げるなどサーカスをモチーフにした攻撃を仕掛けてくる。エネミー編

「銀翼と黄金の都［Part2］」

こぼれ情報

ラスベガス

シンクロウダン

シンクロウザン

●RPG　●セガゲームス　●ゲームダウンロード無料　●基本プレイ無料（一部有料アイテ
ムあり）、EP4デラックスパッケージ¥4,990（＋税）　●オンライン専用　
●シリーズプロデューサー：酒井智史、シリーズディレクター：木村裕也、EPISODE 4チ
ーフディレクター＆PS4版ディレクター：中村圭介、EPISODE 4ディレクター：濱﨑大輝

PC PS4 PS Vita サービス中（2012年7月4日配信）

ファンタシースターオンライン2
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新たなコラボは世界的怪獣
キングオブモンスター・ゴジラ!!
　ACスクラッチ「キングオブモンスター」では、誰も
が知る怪獣ゴジラのコラボアイテムが登場。なかでも注
目は、ゴジラの姿になりきれるゴジラスーツだ。さらに、
初代のポスターに加えて７月29日に公開されたばかりの

「シン・ゴジラ」のポ
スターも。『PSO2』
オリジナルアイテムは、
Ｙシャツ風のベースウ
ェアやアースガイドの
制服など、こちらも見
逃せない。掲載されて
いないが、肩乗りミケ
ネコはほかにもキジネ
コとクロネコのバージ
ョンもあるので、猫好
きは要チェックだ。

ACスクラッチ

　FUNスクラッチの更新では、くわえシリーズに新たなアイテ
ム・くわえりんごあめが登場。夏祭りシーズンにピッタリなアク
セサリーなので、浴衣とセットで身に着けたい。

メタルガントレット 肩乗りミケネコ ツインテールエクステ　大 ブレストライオンＢ くわえりんごあめ

スプレッドウィング キーイヤリング

ドレスシャツ［Ba］
ディレクトスカート［Ba］＋

ウェーブポニーテール＋ディレクトグローブＦ
ディレクトスラックス［Ba］＋

ディレクトグローブＭ
蓮花麗服［Ba］＋蓮花麗服［In］＋蓮花ソックス＋

ウェーブツーサイドアップ＋蓮花シニヨン

進化デバイス／ミニゴジラ ゴジラポスターＡ ゴジラポスターＢ

アークマミバッグ、アークマバッグ

★13武器①
タイタンスマッシャー

（★13鋼拳）
タイタンブレイザー

（★13飛翔剣）
ステルクヤート

（★13大砲）

ハミ出し
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★13武器②

ステルクシュタヤー
（★13双機銃）

フォームザッパー
（★13長杖）

フォームサイス
（★13短杖）

アークスフェスティバル2016
開催!!

　今年も祭の季節がやってきた！　昨年に引き続
き、有明コロシアムでオフラインイベント「アー
クスフェスティバル2016」を開催。エキシビジョ
ンマッチやコスプレコンテストなどおなじみの企
画に加えて、今年は小林幸子さんが「ヨーコソ・
アークス」をライブで披露する。もちろん、入場
無料。アークスの仲間と一緒に盛り上がろう！

「ヨーコソ・アークス」の生歌も！

2つのフィールドが対応し10種のスキルリングを追加
いずれも攻撃力アップのようなものではなく、
立ち回りの幅を広げる効果をもつ。なお、「Ｌ
／Ａランチャーモード」は通常攻撃の軌道が、

『PSU』のグレネードのような山なりになる。

　浮上施設とラスベガスがギャザリングに対応。
２つのフィールドで入手できるアイテムは、同
時に追加されるスキルリングを作成するために
必要となる。新規スキルリングは全部で10種類。

★10～11のエッグがリサイクルに対応

TVアニメ版のキャラ
が新たに登場
今回は★13武器も
入手できる！ 　★10と★11のエッグがリサイクルに対応。それぞ

れ、エッグ10個でラムダグラインダー１個と交換で
きるようになるので、配信日まで取っておこう。「PSO2 ジ アニメーション」から熱

血漢のキッドと沈着冷静なシルバのキ
ャストコンビが期間限定NPCとして
参戦！　２人のクライアントオーダー
では、それぞれのパートナーカードに
加えて★13武器も入手可能。２つとも
新世武器で、フォトンカラー変更に対
応しているのが特徴だ。

リサイクル期間限定NPC

日時：8月13日（土）10時～19時
会場：有明コロシアム

◀
ラ
ス
ベ
ガ
ス
で
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高
層
ビ
ル
の
屋

上
で
釣
り
が
で
き
る
!?

ゲットできる
★13武器は
フォトン
カラー
変更に対応

ギャザリング

スキルリング名称 装備不可クラス 効果 上昇するステータス 作成素材

Ｌ／バレットボウホーミング — バレットボウのチャージ通常攻撃に誘導性能が追
加される 射撃力、法撃力、技量 ウォパルロック×3、浮上施設トルマリン×1

Ｌ／JBエレメンタルキープ — （ジェットブーツで）武器アクションを行っても、属性が
破棄されず「エレメンタルバースト」も発動しなくなる 打撃力、法撃力、法撃防御 アースロック×3、ラスベガスダイヤ×6、

ラムダグラインダー×15

Ｌ／スタンディングサイン — 静止した状態の時足元にエフェクトが表示される 射撃力、技量、射撃防御 ウォパルロック×3、浮上施設トルマリン×6、
ラムダグラインダー×15

Ｌ／Ａランチャーモード — ランチャーの通常攻撃の弾道が変化し威力が上
昇。攻撃範囲も広がる 射撃力、打撃防御、射撃防御、法撃防御 アースロック×3、ラスベガスダイヤ×1

Ｌ／ショートミラージュ — ミラージュエスケープが短くなる 法撃力、法撃防御 ウォパルロック×3、浮上施設トルマリン×6、
ラムダグラインダー×15

Ｌ／ウォンドＥチェンジ — ウォンドギアが溜まっている時、ウォンドの属性が
一部のチャージしたテクニックと同じ属性に変化 打撃力、法撃力 リリーパロック×3、採掘場跡ラピスラズリ×1

Ｌ／メイトラバーズ — メイト系アイテムを素早く使用できるようになり回
復量も上昇する 打撃防御、射撃防御、法撃防御 リリーパロック×3、砂漠トパーズ×1

Ｒ／Ｊリバーサルカバー ブレイバー ジャストリバーサル発動時にＨＰが回復するように
なる — アースロック×3、ラスベガスダイヤ×1

Ｒ／ヒールシェア バウンサー ＨＰを回復した際、回復した値の一定割合分周囲
のキャラクターを回復する — アースロック×3、ラスベガスダイヤ×1

Ｒ／アドレナリン ファイター 自分が受けるシフタ・デバンド１回あたりの効果時
間を増加する — ウォパルロック×3、浮上施設トルマリン×1

■新スキルリングリスト

▲２人と共闘するＥトライアルも追加。難度ＸＨでは、Ｅトライ
アルのクリア報酬として２人の★13武器が出ることもあるようだ。

▶ゴッドハンドは手
の甲にある２カ所の
円形の部分がフォト
ンカラー変更に対応
している。武器名に

「-NT」が付くとお
り、両方とも新世武
器だ。潜在能力は明
らかになっていない。 ゴッドハンド-NT（★13鋼拳）

◀▲フォトンカラー変更でアニメ
キャラクターの再現ができるほか、
好みの色に調整することが可能だ。

▲同レアリティのエッグが10個で交換可能。★10と★11の
エッグの合計ではないので注意してほしい。

ハミ出し

アストラルライザー-NT（★13長銃）


