アークスシップ対抗戦が開幕！

２シップ１組でアークス同士が競うアークスシッ
プ対抗戦。全プレイヤー参加型の新イベントシス
テムで、２周年も盛り上がろう！

電撃 6月25日の配信情報を余すことなくお届け
警備保障 「ファンタシースター感謝祭2014オ エストなどが登場。今回は、２シッ
チーム

連載企画
『 PSO2 』
4thシーズン

ンライン前編」の第２回配信では、
新イベントシステムや新予告緊急ク

第5回

プ１組で戦うアークスシップ対抗戦
の詳細を中心にお届けする。

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

６月25日の配信は、新イベントシステムが中心となっ
ている。このイベントは今回だけでなく、今後も不定期
で開催されるものなのでしっかり把握しておこう。
七夕ロビー

▲昨年も登場した七夕ロビー。オブジェクト広場の短冊に書か
れた言葉は、レアアイテムを願うものが多い!?

主な配信内容
●新イベントシステム「アークスシップ対抗戦」
●期間限定ロビー「七夕ロビー」
●ACスクラッチ「シャイニングヒーローズ」
●FUNスクラッチ更新
●予告専用緊急クエスト「闇へのいざない」
●エクストリームクエスト拡張 ほか

Ship5で活動中

チーム・
電撃警備保障

「感謝祭2014」取材、そして
書籍「電撃PSO２」と、今夏
も『PSO２』に全力投球！

アークスシップ対抗戦は、10隻

中に、グループの組み合わせが変
更されることはない）。対抗戦の

ップで１組となり、５つのグルー

勝敗は、出された課題をクリアし

プに分かれて競うイベントだ。運

たときに得られるポイントの合計

営チームが過去のプレイヤーデー

点数で決定。アークス同士が直接

タを分析して、グループごとの戦

戦うものではないので、どのレベ

力が平均化するように組み合わせ

ル帯のプレイヤーでも気軽に楽し

るため、組み合わせによる有利不

める。なお、対抗戦は今後も不定

利が出にくい（対抗戦の開催期間

期で開催される予定だ。

ship1
ship2
ship3
ship4
ship5
ship6
ship7
ship8
ship9
ship10

フェオ
ウル
ソーン
アンスール
ラグズ
ケン
ギョーフ
ウィン
ハガル
ナウシズ

運営チームが
データを
分析して
グループ分け

青ラッピーグループ
黄ラッピーグループ
緑ラッピーグループ
白ラッピーグループ

ステラ

ユウヒ

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

アークスシップ対抗戦が始まる
頃には、書籍の作業もひと段落し
てるはず。所属しているグループ
が勝てるようにがんばりたいです。

スーザンアントン子

ホロ＝ロゥ

野良

種族：キャスト♀
メイン：ハンターLv.46
サブ：ファイター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.67

ⒸSEGA
マンガ：荒木風羽

アークスシップ同士で競う新イベントシステ
ムの登場で、遊びの幅がますます広がる！

赤ラッピーグループ

レトロ

ベリーハードに行き始めて初め
て自力取得した★10レアは「リア
／スロートフェル」。自力ゲット
はやっぱりうれしいですね〜。

6月25日配信

POINT グループ分けは公平になるように行われる

種族：ヒューマン♂
メイン：ガンナーLv.70
サブ：ハンターLv.70

行くよ、全国！ 取るぜ、アン
ケート！ 会場のみなさんの協力
あってこその企画ですので、お会
いした際はよろしくですよ！

Part.2

アークスシップ対抗戦

あるシップ（サーバ）が２つのシ

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

いきなり謎のマスコット・アー
クマ登場！ クマには弱い自分だ
けど、やはりリリーパ派かな？
現在「電撃PSO２」鋭意制作中！

196

新イベントシステム

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

「シャイニングヒーローズ」はボ
イスチケットも魅力の１つ。
『PS
O２』初実装の声にあたしのアイ
デンティティが揺れるニャ……!

いつの間にか「感謝祭2014」が
開催間近！ 東京会場でレトロさ
ん＆野良と行動してる思うんで、
見かけたら蹴飛ばしたって！

hal

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

アークマグッズが盛りだくさん
ですね。ぶら下がりアークマは、
ぶら下がリリーパとは付く腕が逆
なので、同時に付けるのもあり！

アークマ（CV：諏訪部順一）
▲対抗戦のナビゲーターとして登場する新キャラ。カ
ワイイ見た目とは裏腹に、尊大な口調で話す。

週刊アスキー編集部・PSO2チーム
開催 「ファンタシースター感謝祭2014」
間近 電撃警備保障が全エリアを取材します！
「感謝祭2014」を電撃が徹底
リポート！ 誌面と電撃オン
ラインで展開予定だ。昨年好
評だったアンケート企画も実
施予定なので、こうご期待！
開催日
6月15日（日）
6月21日（土）
6月28日（土）
7月26日（土）
8月3日（日）
8月16日（土）

※写真はPS Vita版＆PC版で、一部開発中のものです。また、記事は６月４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

開催エリア
東京会場
大阪会場
福岡会場
札幌会場
名古屋会場
決勝会場

実施予定の内容
●全会場のリポートを電撃オンライ
ンなどで掲載
●アンケート企画 「アークス国勢
調査2014」を５エリアで実施

会場（開催時間は10〜18時）
幕張メッセ（4、5ホール）
インテックス大阪（2号館）
西日本総合展示場（新館）
札幌コンベンションセンター
ポートメッセなごや（2号館）
有明コロシアム

■ラウンドのスケジュール

対抗戦の開催期間は10日。12
時間を１ラウンドとして区切り、
それぞれのラウンドで順位を決
める。順位によって勝ち点が付
与され、最終ラウンド終了時の
累計勝ち点が最も多かったグル
のため、全ラウンドでコンスタ
ントに勝ち点を得られるかが勝
利のカギとなる。また、最終順

1位を目指せ！

影響するので重要だ。

2 ラウンド目標を達成して貢献ポイントを獲得せよ
ラウンドごとに目標が設定され、それを

22時59分

第1ラウンド終了

00時00分

第2ラウンド開始

10時59分

第2ラウンド終了

11時45分 第2ラウンド結果発表
12時00分

第3ラウンド開始

3 結果発表は巨大モニター前で
ショップエリアのステージ前では、１日２回の

目標

達成すると貢献ポイントとスターを獲得で

第1ラウンド開始

……

位はスターで手に入る賞品にも

12時00分

23時45分 第1ラウンド結果発表

２日目

ープが優勝というルールだ。そ

１日目

◀各 ラ ウ ン ド の 情 報 を し っ か り チ ェ ッ
クし て プ レ イ し よ う 。

1 12時間ごとに区切って10日間の勝ち点を競う

集計後に巨大モニターで結果発表が行われる。ま

きる。前者はグループが獲得できるポイン

た、モニター前にはラッピーレースが設置され、

トで、ラウンドの順位を競うためのもの。

各グループの順位を表示。がんばってプレイした

後者は各プレイヤーが得られるポイントで、

あとは、みんなで結果を見に行こう！

賞品を入手するために使う。それぞれのポ
イントには上限があるため、個人で稼ぐに
は限界がある。グループを勝利へと導くた
めに、一致団結してイベントに挑もう。ち
なみに、スターにはボーダーラ
ラウンドで稼いだスターの数が
指定されたボーダーラインを超
えると、ボーナスとしてスター
やアイテムを追加でもらえる。

目標ポイント
を達成して
ポイントをゲット！

なお、目標は「特定のクエスト
をクリア」や「指定されたエネ
ミーの撃破」などさまざまだ。

POINT

▲◀ラッピーレースは、こ
れまでの勝ち点が反映。

◀▲目標を達成
するたびに、貢
献ポイントとス
ターを獲得。目
標は１ラウンド
ごとに変化する。

イン達成ボーナスが存在。その

貢献ポイント⇒グループで獲得、トータルポイントで順位を競う
スター⇒個人で獲得するポイント。スターを消費してアイテムを入手可能

4 集めたスターで楽しいアイテムをゲット！
集めたスターを消費して、さま

できるものと、最終結果発表後に

ざまな賞品と交換できる。賞品は

最終順位によって追加されるもの

便利なブーストアイテム類と、イ

が存在。例えば「進化デバイス／

ベント限定アイテムが中心。限定

アークマ」は、最終順位が１位の

アイテムは、新キャラのアークマ

グループのみ交換できる。狙った

をモチーフにしたものが多い。な

アイテムをゲットするためにもが

お、賞品には期間中いつでも交換

んばろう！

ラッピーのとことこレース
◀▲ラウンドの順位でゲットできる賞品が変化。賞品
のなかには遊べるルームグッズなどもある。

POINT スターの交換は一定期間のみ可能

対抗戦スター賞品

2周年記念ステッカー

アークマイヤリング

アークマ・マット

＊アークマパンチャー（鋼拳／武器迷彩）

レトロが語る「感謝祭2014」

全エリア取材・補足

ぶら下がりアークマ

進化デバイス／アークマ

今回は電撃オンラインと連動して、全エリアのリポートを掲載します。各会場ごとの盛り上がりを早めに伝えたいなと！ また、会場では昨年
に引き続きアンケート企画「アークス国勢調査2014」を実施。今回は東京、大阪、福岡、札幌、名古屋の５会場で行います。レトロと野良が直
接お願いにいきます。会場で見かけた方、ぜひご協力をお願いいたします！
（レトロ）
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ACスクラッチ

シャイニングヒーローズ

新たなＡＣスラッチ「シャイニングヒーローズ」は、人
気ＲＰＧ『シャイニング・ブレイド』
（以下、ブレイド）と
のコラボレーションだ。『シャイニング』シリーズとは昨
年もコラボしているが、今回の最大の注目はボイスチケッ
ト。『ブレイド』の登場キャラを演じた６人の人気声優た
ちのボイスが、自分のキャラボイスとして使用できる。前
回のコラボでは女性用コスチュームだけだったが、今回は
主人公のレイジの服も登場。なお、「ケルベロスＱ・レプ
カ」と「ユキヒメ・レプカ」は前回のコラボの別カラーだ。
ボイスチケット

●男性レイジボイス：保志総一朗
●女性アルティナボイス：井上麻里奈
●女性ケルベロスＱボイス：橘田いずみ
●女性サクヤボイス：水樹奈々
●女性ミスティボイス：田村ゆかり
●女性ユキヒメボイス：白石涼子

ブチがらリリーパ

アルティナロング＋
アルティナ・レプカ

ケルベロスQポニー＋
ケルベロスQ・レプカ

サクヤロングツイン＋
サクヤmodeC・レプカ

レイジ・レプカ

ユキヒメショート＋
ユキヒメ・レプカ

ミスティロングツイン＋
ミスティ・レプカ

▲リリーパスーツの新バリエーションも、新規コスチュームの１
つ。ベースは通常のリリーパスーツと同じもののようだ。

一部デザインが同じ理由
『ブレイド』のユキヒメは、

ファントム・クイーン

前作『シャイニング・ハー
ツ』の、裏雪姫と同じく霊
刀雪姫の化身。一方、戦闘
用オルガロイドのケルベロ
ス・クイーンは、『シャイ
ニング・ハーツ』に登場し
たファントム・クイーンと
同型機です。外見の違いは

▲ファントム・クイーンは白

頭部だけで、胴体のデザイ がベースカラー。頭部ユニッ
ンはどちらも一緒でした。 トは翼として機能する。
ユキヒメ→裏雪姫と同一（!?）人物
ケルベロス・クイーン→ファントム・クイーンと同型機

＊焔龍閃滅刀（大剣／武器迷彩）

＊オルトロスMk.2（双機銃／武器迷彩）

＊霊刀雪姫（大剣＆抜刀／武器迷彩）

＊魔導宝器スキュラ（長杖／武器迷彩）

シャイニングポスター3種＋シャイニングマット2種

『シャイニングブレイド』の公式イラストを再現！
▲『ブレイド』のパッケージや予約特典で使われたイラストを、ポスターやマッ
トとしてルームグッズ化。
『シャイニング』シリーズやTony氏のファンならずと
も、思わず飾りたくなってしまう出来栄えだ。
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ステラが語る「感謝祭2014オンライン」

アークスグランプリ編

「ファンタシースター感謝祭」といえば、最速を競う「アークスグランプリ」ははずせません。昨年も盛り上がりましたが、今年はブレイバー
や新ＰＡ・テクニックが加わったため、昨年とは違った立ち回りも見られそうです。予選クエストをプレイした感触では、バルバリリーパと最
後のダーカー群の討伐速度で大きく差が付くと感じました。敵がLv.70なので、ザコ相手でも気が抜けませんね。
（ステラ）

ＡＣスクラッチラインナップ

パニスの両翼Ｂ

スーパーロングマフラーＡ

ウェストリボンＡ

ネコ耳キャップＡ

リリーパザックＢ

しっぽキーホルダー

アホ毛Ｃ

カジュアルレッグポーチＡ

リアバーニア

イエロースターカチューシャ

ツールバッグＡ

二重デフォルメまつげ

細ストレートまゆＢ

FUNコンテンツ

スクラッチ更新

ＦＵＮスクラッチの更新では、
星柄スケルトンタイツ黒

新たなアクセサリーやルームグッ
ズが多数登場。「ツールバッグ」
と「カジュアルレッグポーチ」は
ＡとＢの２パターンがある。「イ
エロースターカチューシャ」は、
カラーバリエーションがほかにも
３色存在。ほかにも、ルームグッ
ズのファンシーシリーズに新カラ

ＦＵＮスクラッチラインナップ

クワトロアンテナＢ

フライフェイス

丸瞳Ａ

極小

ーがなど登場する。ここで紹介し
ているアイテムはごく一部なので、▲無数の星柄は、レアを拾う
配信を楽しみにしよう。

縁起担ぎによさそう!?

予告専用緊急クエスト

闇へのいざない

エクストリームクエスト拡張

「闇へのいざない」は、旧マザーシ

エリアで、巨大転送装置を起動した

エクストリームクエストの拡張で

ないようだが、全ステージ踏破報酬

ップを舞台にした予告専用緊急クエ

らスタート。マップは狭い通路状で、 は、「極限訓練：森林と龍」にステ

の原石が15個から25個に増える。ま

ストだ。最大12人のマルチパーティ

背後からはダーカーの兵器「イグニ

POINT

エクストリームクエストは、出

急いでダーカーを倒しながら、

現エネミーが固定のため、レア

最深部を目指そう！

なお、最

ボス討伐のクライアントオーダ

深部には新たな★11武器をドロ

ーを受けておけば確実に達成で

ップするファルス・アンゲルが

きる。難度は高いが、それに見

登場する。期待大！

合った報酬が期待できそうだ。

レアボスが多数登場！

新レアにも期待!

ファルス・アンゲル

特定のクエストでしか戦えなかったゴルドラーダやランズ・ヴ
ァレーダなどに加えて、
ファルス・アンゲルも出現！
レトロが語る「電撃PSO2 for EP2」

制作日記

た、多数のレアボスエネミーが登場。

クス」による爆発が迫ってくる。

◀ボスはストーリーＥＰ２の５章に登
場したファルス・アンゲルだ！

▲▶このクエストに出現するエネ
ミーはすべてダーカー。難度スー
パーハードでは、ザコからボスま
でLv.70なのでかなり苦戦するだ
ろう。マップの形状は袋小路が多
い。マップ同士が直接つながって
いないので、何かしら仕掛けがあ
るようだ。

ージ61〜70が追加。新レアの追加は

森林と龍 ステージ61～70

▲▶出現するレアエネミーはカタ
ドラール、バーン・ドラール、ク
リス・ドラール、アロナガーダ、
リグシュレイダ、バンサ・オング
を確認。レアボスエネミーだけに、
レアドロップ率も高そうだ。

POINT 全ステージ踏破でもらえる原石の数は25個に！

『PSO2』
の今が詰まった書籍が発売!
NEWS
エネミードロップからクラフトまで、最

新情報満載の書籍がついに発売決定。雷を
モチーフにしたアイテムなどをゲットでき

NOW
PRINTING

る特典コードも付いているので、現役プレ
イヤーはお見逃しなく！
電撃ファンタシースターオンライン2
for EPISODE2
■7月17日発売予定 ■価格未定
■特典アイテムコード付き

やんごとなき事情があって発売が延びておりましたが、エピソード２配信から１年となる７月17日に、いよいよ発売となります！ クラス＆Ｐ
Ａ、テクニック、武器＆ユニット、エネミー、ドロップなど、圧倒的なデータで『PSO２』のプレイをサポートします。そして、本書籍だけ
のオリジナルアイテムコードも付属。詳細は６月26日発売号で公開予定なので、ご期待ください！ ほんと、すんごいデータ量!!
（レトロ）
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