今年の夏も感謝祭で盛り上がれ!!

今年も「ファンタシースター感謝祭」の季節が到
来。ゲーム内はもちろん、全国５都市で開催され
るオフラインイベントも見逃せない！

電撃 オンとオフ、2つの感謝祭情報をお届け！
警備保障
本シリーズのイベントとしては過
ワーアップして今年も開催。オンラ
チーム

連載企画
『 PSO2 』
4thシーズン

去最大の規模で開催された「ファン
タシースター感謝祭」が、さらにパ

第4回

イン配信とオフラインイベント、２
つの感謝祭情報をたっぷりお届け！

PC

●RPG ●セガ ●ゲームダウンロード無料、エピソード2デラックスパッケージ版¥5,229
（税込） ●基本プレイ無料（一部有料アイテムあり） ●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、PS Vita版ディレ
クター：菅沼裕、エピソード2開発ディレクター：中村圭介

ファンタシースター

感謝祭2014オンライン前編

感謝祭2014前編の第１回は、期間限定クエストの配信
やクラフトシステムの拡張などが行われる。新ＡＣスク
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クラフトの拡張で、レベル50の解放と新レシピが追加
き上げられるようになり、テクニックカスタマイズは全
テクニックにレシピ３が追加。さらに、武装エクステン
できるのは能力だけで、オーナー登録は解除されないた
め、マイショップで販売したりトレードはできない。

●エクステンドレベル50解放
●武装エクステンドに高レベルレシピ追加
●武装エクステンドのリセットレシピ追加
●テクニックカスタマイズにレシピ3追加

レトロ

ステラ

ユウヒ

種族：ヒューマン♂
メイン：ファイターLv.69
サブ：レンジャーLv.70

種族：キャスト♀
メイン：レンジャーLv.70
サブ：ガンナーLv.70

種族：ニューマン♂
メイン：フォースLv.70
サブ：テクターLv.70

クラフトした武器を使おうブー
ムが到来。でも、やっぱり一線級
の火力を出すには、ちょっと工夫
もいるみたい。たいへんやで。

ボスコンテナを開けるときは、
ほかの人がブーストを使ったり、
装備を変えられるように待ちまし
ょう。心に余裕を持ってプレイ！

アームに続き、ルーサーにもＢ
ＧＭの仕掛けがあって歓喜！ も
しかして、ＥＰ３では＂The Stra
nge Fruits＂のフレーズが……!?

スーザンアントン子

ホロ＝ロゥ

野良

種族：ヒューマン♀
メイン：ガンナーLv.51
サブ：レンジャーLv.37

種族：キャスト♀
メイン：ハンターLv.42
サブ：レンジャーLv.15

種族：デューマン♀
メイン：ブレイバーLv.68
サブ：ハンターLv.65

種族：ニューマン♀
メイン：ブレイバーLv.60
サブ：ハンターLv.41

「セガプラチナセレクション」の
真島吾郎の再現度がスゴイ！ そ
して気が付いたら『龍が如く 維
新！』を始めていましたニャ♪

近々、小ニュースが発表される
と思いますので、気になる人は次
号をご確認ください！ ニュース
というほどでもないけど（笑）。

「桐生ちゃ〜ん！」ということで、
『PSO２』 に ま さ か の 真 島 兄 貴
（コス）実装。欲をいえば、モロ星
人は着ぐるみも欲しかった（笑）。
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テクニックカスタマイズ

ⒸSEGA
マンガ：荒木風羽

経験値ブーストの日にがんばっ
てレベル上げるかーと思ったんで
すが、そういう気分の日に限って
仕事とか用事が入るのはなぜ…？

hal

武装エクステンド

CHECK

クラフトの道は1日にして成らず

クラフトレベルを上

げるには大量の素材と
メセタが必要になる。

31

誰もがレベル50を目指
すコンテンツではない
ので無理は禁物。必要
なときは、高レベルの
人に依頼するのも手だ。

誌面版

週刊アスキー編集部・PSO2チーム
チーム・電撃警備保障

プレイ日記

◀やり込み派のステラでも、
まだレベル で止まっている。

あれの発売日が近づいてお
ります。次号で情報をお伝え
しますので、少々お待ちを！

11

ドをリセットするレシピも登場する。ただし、リセット

拡張内容

Ship5で活動中

チーム・
電撃警備保障

オンラインでも「ファンタシースター感謝祭
2014」を開催。今年は前後編の２部構成だ!!

される。武装エクステンドでは★11クラスの性能まで引

主な配信内容
●期間限定クエスト「静寂に生まれし混沌」
●ＡＣスクラッチ「セガプラチナコレクション」
●期間限定ロビー「ソニックロビー」
●「2周年記念ビンゴ」 ●クラフトシステム拡張
●デイリーオーダーのバランス調整
●マグのバランス調整 ●新規潜在能力追加
●一部の武器に第2潜在能力追加
●ダークファルス・エルダー戦に戦闘勝利演出追加
●シーのクライアントオーダー ●チーム合併機能 ほか

6月11日配信

クラフトレベル50解放＆新レシピ追加

◀各テクニックにレシピ３が追
加され、選択肢はさらに広がる。

◀６月 日はソニックの誕生日な
ので、ロビーでお祝いしよう。

ソニックロビー

クラフトシステム拡張

Part.1

◀攻撃力は★ 武器に匹敵する性
能に。装備条件も厳しくなるので、
必要値に足りているか注意しよう。

ラッチでは、セガの大人気タイトルとのコラボも！

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

Vol.04

今回の担当

レトロ

ダークファルス・ルーサ
ー、狩っていますか？ 最
近は攻略法も編み出され、
安定して倒せる機会も増え
てきました。なお、ボスを
倒すと勝利演出が表示され
ます。その場の全員
（PS V
ita版は４人まで）が表示 ▲この写真のときは、全身黄色にブ
されるのですが、個性的な ーメランパンツの強面メンがいまし
人が多くて楽しいですね！ た（笑）
。存在感パネェっす！
Web版はこちら！

※写真はPS Vita版＆PC版で、一部開発中のものです。また、記事は５月21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

http://dps.dengeki.com/pso2/

期間限定クエスト

静寂に生まれし混沌

２周年記念として配信される期間限定クエス
ト「静寂に生まれし混沌」は、「境界を砕く混
沌」や「造龍来たる魔の海域」と同様に多種の
エネミーが入り乱れるクエストだ。難度スーパ
ーハード（ＳＨ）で出現する敵は基本的にLv.65
だが、ボスはLv.70。アドバンスクエストＳＨ
でドロップするレア武器をゲットできるチャン

クエストの特徴
●惑星の枠を超えて、さまざまな種
族のエネミーが出現する
●ボスエネミーはLv.70で登場
●配信期間内は常時プレイ可能
マップ

スなので、この機会を逃さずプレイしよう。も

ボスエネミーはLv.70!!

ちろん、期間限定クエストなので配信中はいつ

◀▲マップはエリア１のみ。1,400ポ
イント獲得でクリアとなる。

ら本作を始める人のキャラ育成にもぴったり！

クエストの舞台
はマザーシップ

▲▶ストーリーで登場した新エリ
アが舞台。これまでの混沌シリー
ズと同様に、多彩な敵が登場する。

新エネミー

アークスビンゴ

有翼系ダーカー3種追加

●ザウーダン
●ファングバンサー
●ファングバンシー
●ディッグ
●ディーニアン
●キャタドラン
●ドラゴン・エクス
●スパルザイル
●アクルプス
●ブルメガーラ
●ダガン
●エル・ダガン
●ブリアーダ
●エル・アーダ
●ウォルガーダ
●クローム・ドラゴン

2周年記念ビンゴ

有翼系ダーカーに、３種の新エネ

ほかのクエストでも出てくるかは不

２周年記念ビンゴカードは、

ミーが追加。このダーカーたちは、

明だが、このエネミー自体は期間限

主に期間限定クエスト「静寂に

「静寂に生まれし混沌」のＥトライ

定ではないようだ。３体の特徴は、

生まれし混沌」をプレイしたり、

モロ星人B

それぞれの紹介を参考にしてほしい。 シーの期間限定クライアントオ
◀リューダソーサラーより少し小
さく、スマートな姿をしている。

アルで登場するようだ。配信時点で

判明している出現エネミー（既存のみ）

でもプレイ可能。レア入手だけでなく、これか

ランズ・ヴァレーダ
空を飛ぶ大型の有翼系ダーカー。身
体を煙のように変えて高速で突進して
きたり、プレイヤーを鋭い爪で捕まえ
て地面にたたきつけるなど、多彩な攻
撃を仕掛けてくる。ザコエネミーとは
いえ、かなりスピードの早い攻撃を使
うので油断できない相手だ。

されていく。ビンゴの達成報酬
には各種ブーストアイテムのほ
か、「進化デバイス／モロ星人
Ｂ」や「くちばしマスク」とい
ったアイテムもあるので、ぜひ ▲ビンゴ報酬には、『スペースチャンネル５』
ゲットしてほしい。
に登場したモロ星人型のマグ進化デバイスが。

チーム機能追加

チーム合併機能

新たに追加されるチーム合

どちらも小型の敵で、ダブリ

併機能は、チームが別のチー

ュンダは地面に卵型の時限爆弾

ムを吸収合併するための機能

を産み、爆発させて攻撃してく

だ。合併する側から申請して、

る。一方、ダブリューネは卵型

吸収される側が合意すると２

の爆弾を投げつけて攻撃。爆弾

つのチームが１つになる。た

同士は誘爆するので、周囲は確 ▲手前にいる背中に輪があるのがダブリューネ、 だし、両方のメンバーの合計
が100人以上の場合や、吸収
認したほうがよさそうだ。
後方の飾りが少ないほうがダブリュンダだ。
される側のチーム倉庫にアイ

CHECK

難度ＳＨでは新たなレア武器も登場

難度ＳＨでゲットできる新

ナヴトルス（★11強弓）

たなレア武器が判明。どの敵

◀▼合併の申し込みは、チームコマ
ンドに新たな項目が追加される。

ダブリュンダ＆ダブリューネ

ーダーをクリアすることで達成

テムが１つでも残ってい
る場合などは実行できな
いので注意。なお、吸収
される側のチームポイン

がドロップするかは不明だが、

トは未使用ぶんが合併し

新たに追加された３体の有翼

た側に加算される。重大

系ダーカーだろうか？

な決断なので、実行する
前に説明文をよく読もう。
チーム合併の特徴

◀▲ネイダリールは、ネルシール系の上
位武器。一方、ナヴトルスは新規デザイ
ネイダリール（★10銃剣） ンのバレットボウだ。
ステラが語る最新アップデート

そのほかの配信内容

●吸収される側の役職は全員ビジターになる
●吸収される側のチームポイントは合併したチームに加算される
●チームの上限人数100人を超える合併はできない
●吸収される側のチーム倉庫にアイテムが残っていると合併できない

デイリーオーダーのバランス調整では、周回系オーダーと討伐系オーダーがそれぞれ１周と１体に統一。報酬は従来のままなので、単純に緩和
されます。マグのバランス調整は、ログアウト中でもエネルギーを消費するようになるとのこと。Lv.175のマグには適用されないので、育成済
みの人には影響はありません。新規潜在能力では、自在槍ＰＡ「サーベラスダンス」を強化する「乱舞連縛」が登場します。
（ステラ）

197

ＡＣスクラッチ

セガプラチナコレクション

テムが多数ラインナップされている。どれも人気
タイトルばかりなので、期待しているファンも多
いはずだ。とくに『龍が如く』シリーズと『ファ

となるだけに見逃せない。
ちなみに、昨年の「セガ・
スターセレクション」で配
信されたコスチュームは、
リバイバルで新たなカラー
バリエーションが登場。

▲◀進化デバイスやルーム
グッズなど、コスチューム
以外も盛りだくさん！

のコラボは、今回が初めて

エーデルワイス号（ルームグッズ）

ンタシースター』シリーズ

セルベリア・スイムウェア

スチャンネル５』の全５タイトルとのコラボアイ

セルベリア・デュエル

ッジホッグ』
、
『戦場のヴァルキュリア』、『スペー

アリシアレプカ

が如く』シリーズから２作、『ソニック・ザ・ ヘ

進化デバイス／ソニック人形

ＡＣスクラッチ「セガプラチナコレクション」
は、セガの人気タイトルとのコラボが中心。『龍

真島吾朗スタイル

新選組隊長羽織Ｍ

うらら・レプカ陽

▲▶うららが持っていた
ブラスターとマイク。チ
ャンネルは、そのまま！

＊テンションブラスター（武器迷彩/双機銃）

＊真島吾朗ドス（武器迷彩/抜剣）
▲真島吾朗が愛用するドスの武器迷彩。コ
＊テンションマイク（武器迷彩/短杖） スチュームとセットで装備しよう！

ＡＣスクラッチラインナップ

アリシアツインテール

うららツインテール

斎藤一総髪

3連ピアス

グレネードベルト

＊ヴァルキュリアの槍（武器迷彩／長槍）

アリシアバンダナ

うららヘッドフォンB

真島吾朗カット

ストローハット

無地目隠し黒

＊真島吾朗バット（武器迷彩／大剣＆短杖）

セガプラチナコレクション
コラボタイトルピックアップ!!
「セガプラチナコレクション」でコラボしている４タイト

龍が如く5 夢、叶えし者 PlayStationR3 the Best

ソニック・ザ・ヘッジホッグ

龍が如く 維新！

ソニック＆オールスターレーシング TRANSFORMED

■ＰＳ3

アクションアドベンチャー

■ＰＳ3、ＰＳ4

■¥3,800（＋税）

■アクションアドベンチャー

■¥8,190（＋税）

男の生き様を描いたアクションアドベンチャー。
『５』

■ＰＳ3（ＤＬ専用） ■アクション
■ＰＳ3、Wii U

■レースゲーム

■¥571（＋税）
■¥6,980（＋税）

第１作は横スクロールアクションで、世界で1500万本

べるユニークなミニゲームも人気。『維新！』本編と連

ションを駆使して戦うレースゲームだ。マシンが陸・海・

動する無料アプリも、PS Vitaで配信されている。

空のコースに合わせてトランスフォームするのが特徴。

ぷよぷよテトリス
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レトロが語るオフラインイベント

ファンタシースター感謝祭2014

龍が如く 維新！

ソニック＆オールスターレーシング TRANSFORMED

◀ソニックだけでなく、アレ
ックスキッドやナイツなど、
セガの歴代キャラが登場！

シング TRANSFORMED』は、多彩なアイテムやアク

コラボアイテムをゲットしたときの喜びも格別！

◀土佐の龍・坂本龍馬を中心
に、史実とは異なる幕末を描
いたクロスオーバー作品。

以上の大ヒットを記録。『ソニック＆オールスターレー

これを期に遊んでみてほしい。もとの作品を知っていれば、 シリアスなストーリーだけでなく、さまざまな場所で遊
◀昨年のコラボタイトルのなかで
は、
『ぷよぷよ』最新作が発売中。

ルを紹介。各タイトルともＰＳ３やPS Vitaで遊べるので、 は現代、『維新！』は幕末が舞台だ。リアルな街並みや

今年もこの季節がやってきましたね！ 昨年は札幌会場＆決勝会場でアンケートを実施しましたが、今年も何かしらの企画を検討中です。僕は
許されれば全会場を回るつもりでいます。エリアごとの雰囲気やアークスさんたちとの交流ができればなーと。もちろん、「アークスグランプ
リ2014」 にも注目！ やり込み勢による華麗なプレイをただただ堪能させていただきます。では、会場でお会いしましょう！
（レトロ）

ＦＵＮコンテンツ

スクラッチ更新

として白と桃も存在する。このほかにも、「ネコ耳カチュー
◀両腕にブレードが付く。クーナのツ
インダガーに似ているが武器ではない。

シャＢ」など多数のアイテムが追加されるので期待しよう。

アームブレード

ＦＵＮスクラッチラインナップ

スクラッチ更新で新たに加わるアイテムを、少しだけ公開。
人気になりそうな「レース付ソックス＆手袋」は、別カラー

オーソドックスサングラス

くっきりまつげ白

ホワイトハーフフロート

ピンクハーフフロート

レース付ソックス＆手袋 黒

NEWS「ファンタシースター感謝祭2014」の来場特典が明らかに!!
感謝祭2014の来場者特典が判明。「感謝

札幌

祭2014ＴシャツＭ＆Ｆ」のほかに、各地域

東京

東京

にちなんだご当地キャラのキーチェーンと
ルームグッズがもらえる。なお、決勝大会
の特典は、東京会場で発表するとのことだ。
全会場
ノッポン兄弟チェーン
▲▶東京タワーのイメージキャ
ラたち。東京のみ、チェーンと
人形が別のキャラになっている。
大阪

感謝祭2014TシャツM＆F
▲昨年の感謝祭とはＴシャツのデザインが変わ
っただけでなく、ボトムも変更されている。

戦場のヴァルキュリア
■ＰＳ3

シミュレーションＲＰＧ

▲アックマ星からやってきた双子のクマ。札幌を拠点
に、世界中を笑顔に変える活動をしている。

全国各地のご当地キャラが
チェーン＆人形になって登場！
名古屋

オカザえもんチェーン

かわりみ千兵衛チェーン
▲福岡の街をこよなく愛する
博多商人。福岡のＰＲとみん
なの笑顔のために活動中だ。

いしきりんチェーン

スペースチャンネル5 パート2

■¥2,800（＋税）

■PS3（DL専用） ■アクションアドベンチャー ■¥952（＋税）

戦場のヴァルキュリア3 EXTRA EDITION

■ＰＳＰ、PS Vita（※） ■シミュレーションＲＰＧ ■¥3,800（＋税）

架空の世界、征暦1930年代のヨーロッパを舞台にし
たシミュレーションＲＰＧ。ユニットの操作にＴＰＳ
アクション風の要素を取り入れた「BLiTZ」システ
ムと、水彩調の美しいビジュアルが評価された。『１』
◀セルベリアは、敵側のヴァ
ルキュリア人として登場。

※ＤＬ専用。 ¥3,334
（＋税）

と『３』の物語は、同じ時間軸で展開されている。
戦場のヴァルキュリア

福岡

コアックマ＆アックマＣ

◀愛知県岡崎市のご当地キャラ
で、本名は岡崎衛門之介。

開催スケジュール

●6月15日（日）東京会場
幕張メッセ（4・5ホール）
●6月21日（土）大阪会場
インテックス大阪（2号館）
●6月28日（土）福岡会場
西日本総合展示場（新館）
●7月26日（土）札幌会場
札幌コンベンションセンター
●8月3日（日）名古屋会場
ポートメッセなごや（2号館）
●8月16日（土）決勝会場
有明コロシアム

T333T タワオ人形

新人リポーターのうららが、人々を踊らせる

◀東大阪市・石切参道商店街振
興組合の公式キャラ。きりんの
赤ちゃんで女の子だ。

レトロのオススメはコレ！
個人的な好みだけで言えば『戦
場のヴァルキュリア３』！

ダブルヒロイ

モロ星人や踊り団となりゆきで対決していくリ

ン制も魅力でしたが、なんといっても奥深

ズムアクション。ゆるーい世界観とノリのいい

い育成システム＆バトルが楽しい作品です。

音楽が印象的で、今なお多くのファンに愛され

それぞれのユニット（キャラ）に個性があ

る。マイケル・ジャクソンが本人役として出演。

るので、それにあわせて兵科を決めたり、

スペースチャンネル5 パート2

一緒に行動する仲間を決めたりと、考える
ことが多かったですね。『３』のヒロイン
の１人・イムカの武器「ヴァール」は複数
対応の武器迷彩にぴったりなのですが、実
装はされるのでしょうか？

わくわく。そ

して、続編はよ！

全部おもしろいけど1番は

▲相手の動き（お手本）を記憶し、リズムに合わせ
て再現するとシチョーリツが上昇していく。

戦場のヴァルキュリア3
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