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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：レンジャーLv.80
サブ：ハンターLv.80

　どのくらいの人が
くるのかが気になる。
ＰＳ４勢初の感謝祭
ですし、東京系の会
場だと１万人近くは
来るのかな？　会場
でお会いしましょ！

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

　アークスバトルト
ーナメントですね。
上手なプレイヤーさ
んがどのような動き
をするのか、じっく
り観察して立ち回り
の参考にします。

ユウヒ
種族：ニューマン♂
メイン：ブレイバーLv.80
サブ：ハンターLv.80

　そりゃもう、第一
はＥＰ５の情報なの
だわ！　大会も今回
はバトルアリーナっ
てことで、いつもと
は違う戦いが見られ
そうで少しワクワク。

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.54

　まずはこの号発売
直後に公開されると
思われる、EP5情報
ですかね。ゲーム内
容もさることながら、
どんな方向性のコス
が追加されるかも！

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

　どんなコスプレや
武器・アクセが見ら
れるかに期待！　今
年はレイヤリングも
増えたし、コスプレ
イヤーさんもたくさ
んいるかニャ〜♪

今年の感謝祭で期待しているこ
とは？

「デュラララ!!」のイラストを担当するなど、
電撃文庫でもおなじみのヤスダスズヒト氏が

『PSO2』の世界に新風を吹き込む!!

お題

6月21日配信

●新ステージライブ（6月14日）　●SGスクラッチ（6月14日）　●ヤスダスズヒト氏コラボ（6月21日）　●期間限定クエスト（6月14日・21日・28日）　ほか主な配信内容

6月14、21、28日
配信予定 ファンタシースター感謝祭2017 ONLINE【Part2、3】

りらたちのオーダーをクリアして
パートナーカードを手に入れよう！
　ヤスダスズヒト氏がコラボ用に描き下ろ
したクイナとエリに加えて、氏の代表作

「夜桜四重奏〜ヨザクラカルテット〜」の
登場人物りらが期間限定NPCとして参戦。
クライアントオーダーをクリアすると、そ
れぞれのパートナーカードが入手可能。ま
た、彼女たちの共闘Ｅトライアルも実装！

　有名デザイナーコラボ
第３弾など注目情報満載。

▲オーダーをクリアすると、りらがオラクルに来た理由が明らかに!?　ま
た、クリア後は過去に登場したクララたちのパートナーカードも入手可能。

人気イラストレーターのヤスダスズヒト氏が描いたキャラクター&

りら・レプカ＋＊ブルームブラスター（長銃型武器迷彩）

ACスクラッチ 　りらたちコラボキャラクタ
ーのコスチュームや武器迷彩
などが入手できるＡＣスクラ
ッチが同日に配信。コラボだ
けでなく、ハギト・フェムト
や６月14日に配信されたばか
りのクーナのライブ衣装など
も登場するので見逃すな！

期間限定NPC

ヤスダスズヒト氏デザインのコラボアイテムに加えて
クーナとハギト・フェムトのレイヤリングウェアも！

6月21日配信
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●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

ⒸSEGA　Illustlated　by ヤスダスズヒト　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５月30日時点のもので、アップデートなどにより変更になる可能性があります
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　６月７日より配信が始まるアップデート「ファンタシース
ター感謝祭2017 ONLINE」では、５週に渡ってストーリー
の各エピソードを追体験する記念クエストなどが配信される。
前回に引き続き、そのアップデート内容を中心に紹介！

6月の配信情報をお届け！

翠玉の礼装［Ou］［Ba］

スクラッチ回数ボーナス編

ステラが語るこぼれ話 「エキセントリックガールズ」10回で「旋回幻創戦闘機」、「エキセントリックガールズＧ」４回で「航行
幻創戦闘機」が入手できます。前者はキャラクターの周囲を旋回、後者はキャラクターの左右に浮くアク
セサリー。幻創戦闘機は幻創戦艦・大和戦に登場していますが、じっくり見られる機会はこれが初ですね。

コスチュームが『PSO2』に登場!
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＊ミューズブレス（双機銃／双小剣型武器迷彩）

エリシランス＋＊エリアコーディ（長杖／大剣／長槍／両剣型武器迷彩）

▲納刀時は「＊エ
リアコーディ」は
リング型、「＊ク
イナスピカ」は×
字型に変形する。

マカタクイナ＋＊クイナスピカ（長杖／大剣／長槍／両剣型武器迷彩）
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CV：今井麻美

CV：小倉 唯
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◀▲「マザー・クラスタ１」がハ
ギトとベトール、「マザー・クラ
スタ２」はフルとオークゥに対応。
マザークラスタ版のコオリの瞳や
髪型、フード、武器迷彩の「＊墜
剣・グラム」も入手できる。

開発チームに聞く！
―SGスクラッチ「マザー・クラスタイミテーション」でボイスは排出されますか？
回答：「マザー・クラスタイミテーション」ではハギト、ベトール、オークゥ、フルに加え、洗脳されたコオリのボイスが配信されます。チャットコ
マンド［/vo13］以降のボイスはイベントシーンで印象的だったセリフを組み込んであります。

はみ
出し

◀▲演出はリズ
ムゲーム要素の
成功率で変化。
アークスの力を
結集してクーナ
を援護しよう。

「ファンタシースター感謝祭2017」開催間近！
今回も全エリアを回って取材＆アンケートを実施!!

　６月10日の東京会場を皮切りに、全国
６カ所で開催される「ファンタシースタ
ー感謝祭2017」。ＥＰ５の新情報公開や
バトルアリーナで頂点を決めるアークス
バトルトーナメントなど、内容もりだく
さんだ。会場限定のロビーアクションな

ど、豪華特典がもらえるうえに、入場料
はなんと無料！　ぜひ遊びに行ってほし
い。なお、電撃ＰＳは今年も全エリアの
取材を実施、誌面とWｅｂの両面でレポ
ート記事を掲載する。会場でのアンケー
トも実施予定なので、お楽しみに！

日程 会場 場所
来場者特典

リアルグッズ アイテムコード（右は会場限定）
6月10日（土） 東京 幕張メッセ★

感謝祭2017オリジナルサンバイザー
※1 
ビッグアークスカード※2 
感謝祭2017特製うちわ

感謝祭2017TシャツM［Ba］ 
感謝祭TシャツF［Ba］ 
FUN500獲得チケット

307「歌舞伎」
6月17日（土） 札幌 Zepp Sapporo 308「スキー」
6月25日（日） 福岡 西日本総合展示場 320「どんたく」
7月15日（土）名古屋 ポートメッセなごや★ 309「しゃちほこ」
7月30日（日） 大阪 インテックス大阪 321「こなもん」
8月12日（土） 決勝 有明コロシアム★ 後日公開

■「ファンタシースター感謝祭2017」開催日程

※1：ラッピーVer、リリーパ族Verの2種類があり、ランダム配布　※2：簡易ストラップ付き　★は生配信番組あり

SGスクラッチ
スタージェム

ステージライブ拡張

構成になっていて、モニュメント
にアクセスすることでダンスに参
加できる。また、リズムゲーム要
素も強化されて２ボタン対応に！

　新たなステージライブがクーナ
の新曲とともに登場。過去に配信
された「We're ARKS!」&「レ
アドロ☆koi☆恋!」と同様の２曲

EP4のエンディグテーマ「光の果て」と
新曲「Cosmic twinkle star」のステージ
ライブが登場！ リズムゲーム要素もパワーアップ!!

6月14日配信
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Cosmic twinkle star

光の果て

　新たなSGスクラッチ「マザー・クラスタイ
ミテーション」では、マザー・クラスタの使徒
たちのレイヤリングウェアなどが入手可能。ロ
ビーアクションは３種あり、使徒たちの決めポ
ーズやコオリが武器を振るう姿を再現できる。

マザー・クラスタのレイヤリングウェアや
ロビーアクションが手に入る！

6月14日配信

幻創使徒礼装［Ou］［Ba］

幻創使徒礼装・月［Ou］［Ba］

幻創使徒礼装・氷［Ou］［Ba］

幻創使徒礼装・日［Ou］［Ba］［In］

コオリアイ

313「マザー・クラスタ１」＋314「マザー・クラスタ２」（ロビーアクション）

前回の模様
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143電撃PSchにて毎週金曜日の夜にプレイ動画を配信中!!
レトロとユウヒの２人が贈る『PSO2』のプレイ動画を生配信中！　毎週金曜日の20時半より配信しているので、ぜひ遊びに＆見にきてください！

開発チームに聞く！
―今回のクーナライブの見どころを教えて！
回答：今回のライブは「Cosmic twinkle star」と

「光の果て」の２曲で構成されています。「Cosmic 
twinkle star」はなんといってもライブ中の戦闘シ
ーンです。ダンスライブ中にエネミーの襲撃が発生
し、それを武装（今回の特注！）したクーナが迎え
撃つ、というシチュエーションになっており、その
際のスピード感あふれる戦闘シーンが見どころです。
クーナカラーのA.I.Sも登場する迫力のクライマッ
クスシーンをぜひゲーム内で体験してください。

「光の果て」は、ＥＰ４ストーリーのエンディング
テーマです。従来のライブに比べると派手な演出は

ないですが、みんなで一緒に踊っている一体感を重
視しました。ＥＰ４のしめくくりにふさわしい、光
あふれる未来に向かったイメージを出せるように演
出しています。また、両曲ともダンスライブとして
もパワーアップしており、リズムゲームが２ボタン
対応になりました。ライブ中の戦闘シーンには成功
失敗の分岐があり、その成否にはリズムゲームがか
かわってきています。中には観客全員が一体となっ
てクーナに力を集めるといったシーンもあり、思わ
ずリズムゲームにも熱が入ると思います。
―今回のスクラッチの開発イチオシアイテムは？
回答：【マザー・クラスタイミテーション】マザー

・クラスタといえば、使徒が具現武装を掲げ名乗り
上げるシーンが特徴的ですが、それを再現したロビ
ーアクションが配信されます。313「マザー・クラ
スタ１」がハギトとベトール、314「マザー・クラ
スタ２」がオークゥとフルにそれぞれ対応していま
す。また、315「マザー・クラスタ３」はコオリが
マザー・クラスタとして立ちはだかるシーンを再現
しており、墜剣・グラムの禍々しさが印象的です。
【エキセントリックガール】ヤスダスズヒト先生デ
ザインの「りら」、「クイナ」、「エリ」のコスチュー
ムは、特徴的なデザインが随所に含まれています。
イラストの魅力を損なわずゲーム内に再現すること
にこだわっていますので、従来の『PSO2』のコス
チュームラインとは異なるＳＦチックなコスチュー
ムに仕上がっています。

クーナライブの制作秘話やこだわ
りが語られているので要チェック。

Vol.15

クエスト
6月14日21日28日配信

　５週連続配信の記念クエスト第２弾〜４弾が登場。敵は各
エピソードに登場したボスが中心で、ドロップアイテムがク
リア後にまとめて出るなどルールは第１弾と同じだ。第２弾
は「＊コートダブリス」（※）やアドバンスカプセル、第３
弾は「進化デバイス／プチアンガ」（※）やイザネ宝晶、第
４弾は「＊アルケミ
ックジーン」（※）
やギャザリング素材
がドロップする。ま
た、難度XHでは共
通のドロップとして
レイシリーズのユニ
ットも存在。入手で
きていない人はこの
機会にゲットしよう。
※難度ＸＨのみ

各エピソードを振り返る期間限定クエスト
限定のレアドロップアイテムを見逃すな！

▲▶第４弾はもちろん、ＥＰ４のボス
たちが登場。幻創種が中心だが、後半
には世壊種（AM）やアンガ・ファン
ダージの獣形態も出現する。最後には
アーデムとデウス・ヒューナスまで待
ち受けているので、すべて倒すのはか
なり難しそうだ。だが、クエスト開始
から一定時間経過した場合でもクリア
になるので臆せずに挑戦しよう。

▲▶アークスＧＰで使用された
フィールドやアルティメットク
エストのボスなど、ＥＰ３で実
装されたもののストーリーとは
直接関係ない場面も登場。ラス
トのボスはアンガ・ファンダー
ジとディーオ・ヒューナルだ。

◀▼特定のフィール
ドでしか登場しない
バル・ロドス、さら
には現在も緊急クエ
スト「狡猾なる黒翼
の尖兵」でしか戦え
ないアポス・ドリオ
スまで出現。どちら
も戦う機会が少ない
ボスなので、気を引
きしめて戦おう。

▲毎週、新しい期間限定クエストに対応したクライアン
トオーダーがシーに追加される。クエストに挑む際はぜ
ひ受注しておこう。

進化デバイス／
ぷちアンガ（マグ進化デバイス）＊コートダブリス（両剣型武器迷彩） ＊アルケミックジーン（短杖／抜剣／奏具型武器迷彩）

特別突破訓練：Episode2

クライアントオーダー

特別突破訓練：Episode3

特別突破訓練：Episode4


