デザインコンテスト入賞作品が登場！

＊鬼哭破軍（抜剣／武器迷彩）

プレイヤーたちが考案したコスチュームやアクセ
サリーなどがいよいよ配信！ 多彩なデザインが
『ＰＳＯ２』の世界観に新風を巻き起こす!!

電撃
PC
PS Vita サービス中（2012年7月4日配信）
障
ホワイトデーや対抗戦など最新情報満載！
ファンタシースターオンライン2
警備保
チーム

載企画

連
『 PSO2 』

5thシーズン

PS Vita版２周年記念アップデー
トと題して配信してきた「アークス
共闘祭2015」もついに第４弾。その

第12回

2月25日配信
PS Vita版2周年
記念アップデート

アークス共闘祭2015［Part.4］

アイテムデザインコンテスト入賞作品が手に入る

スクラッチなど、今回も見逃せない情報が満載！

今回の配信は、ホワイトデーイベントやアークスシップ
対抗戦が中心。
「ホワイトデーは大わらわ３」では、「ハル
ヴァ・トルナッド」や「ノクスキュクロス」、「アストラル
ライザー」がエリアドロップに！

配信内容を中心に最新情報をお届け
●RPG ●セガ ●ゲームダウンロード無料、エピソード3デラックスパッケージ版¥4,980
：3月19日発売 ●基本プレイ無料（一部有料アイテムあり） ●オンライン専用
する。プロアークス育成講座では、 （＋税）
●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＆エピ
「採掘基地防衛戦」の攻略法を伝授。 ソード3開発ディレクター：菅沼裕

また、難度ＸＨに対応

アークスシップ対抗戦の第４弾が開催決定。今回は、奇数
シップと偶数シップの２チームによる対抗戦となる。前回同
様、最終順位で得られるスター数に差があるだけなので気軽
に参加してほしい。ち
なみに、今回のナビゲ
ーターはアークマミと
いう新キャラクターが
担当する。それにあわ
せて、スターで交換で
きるアイテムもアーク
マミがデザインされた
ものが中心だ。

ラウンド詳細

◀▼ラウンド目標はクエスト関連
だけでなく、カジノもあるようだ。

出す敵は!?
ニャウが 呼び

◀「ホワイトデーは大わらわ３」に
は、スノウバンサーなども登場する。

したクエストにも、多数のレア武器が追加される。

アークスシップ対抗戦 第4弾：共闘祭カップ2015（開催期間3月1日〜8日）

＊アークマミカタナ（抜剣／武器迷彩）

主な配信内容
●ACスクラッチ「ウィナーズデザイン2 sideA」
●アークスシップ対抗戦「共闘祭2015カップ」
●ビンゴカード「ホワイトデービンゴ」
●期間限定ロビー「ホワイトデーロビー」
●期間限定緊急クエスト「ホワイトデーは大わらわ3」
●難度XH追加「狡猾なる黒翼の尖兵」
「現れる偽りの覇者【敗者】
」
「闇へのいざない」
●FUNスクラッチ更新 ほか

電撃警備保障
チーム 隊員紹介
お題

一番好きなエネミーは？

!?
カジノ対決も
レトロ

ステラ

種族：ヒューマン♂
メイン：バウンサーLv.75
サブ：テクターLv.75

種族：キャスト♀
メイン：レンジャーLv.75
サブ：ガンナーLv.75

ダークファルス・エルダーです
ね、やっぱり。はじめて戦った時
の感動は、どのボスエネミーより
上でした！ 恋文も書いたし……。

リアクションが楽しいキュクロ
ナーダとサイクロネーダ。目つぶ
ししたときのリアクションが、両
者で異なるのも芸が細かいですね。

ユウヒ

スーザンアントン子

ホロ＝ロゥ

野良

種族：ニューマン♂
メイン：フォースLv.70
サブ：テクターLv.70

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.49
サブ：ファイターLv.20

種族：デューマン♀
メイン：バウンサーLv.75
サブ：ブレイバーLv.75

さんざん書いてる気がするけど、
キャラもエネミーもでっかいも
ダークファルス・ルーサー。あと、 の好きなので、新旧であげるなら
ファルス・アンゲル。強くて、戦
ビッグヴァーダーとマガツかな？
ってて楽しいエネミーが好きだ！
さらに大怪獣的なエネミー希望！
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アークマミバルーン

ⒸSEGA
マンガ：荒木風羽

ラッピーとか王道のものも好き
ですけど、ちょっと変わったとこ
ろでいえば海王種のセグレズン。
なんか触ると気持ちよさそう。

ラッピーが好きニャ！ スヤス
ヤ寝ていたり、歩きながら歌って
いる姿は、戦いに疲れたアークス
たちの心を癒す存在ニャ〜♪

アークマミ
CV：井上喜久子

誌面版

◀アークマとは異なり、
ていねいな口調で話す。
アークマはシッポがプラ
グ型だったが、アークマ
ミはソケット型だ。

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

Vol.13

今回の担当

ステラ

最近、いいことが２つあ
りました。１つは「侵入」
ＸＨを７人でクリア！ こ
の激闘は、何十年経っても
忘れない思い出になりそう
です。もう１つは、年初の
目標であげた★13武器をゲ
ット!! メインクラスで使 ▲アーレスランチャーは、「スフィ
えるランチャーだったので、アイレイザー」のためにＰＰを重視。
すぐに強化しました。
ＰＰ盛りのユニットも作ろうかなぁ。
電撃警備保障
ブログはこちら

※写真はPS Vita版＆PC版で、一部開発中のものです。また、記事は２月３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/

ACスクラッチ ウィナーズデザイン2 sideA
新たに配信されるスクラッチは、2014年
に開催されたアイテムデザインコンテスト
の入賞作品が中心だ。作品が2013年のとき
よりも多いため、
「sideA」と「sideB」に
分けて配信される。今回の「sideA」では、
各部門の最優秀賞を含めたアイテムが登場。
また、「Project CUTE」で人気を博した
ハートウォーミングコーデも配信！

ハートＷコーデ夜

メカラッピースーツ

ＡＣスクラッチラインナップ

ネコ耳スカーフ

ブルーツインフラワー

マリンセーラーハット

メニサクハナ 赤

ラパンキャップ

鳳凰のかみかざり

進化デバイス／ホヌホヌ

＊ストリクス（長銃／武器迷彩）

ハナユイオウギ

ヴァリアントヴィクセン

ラパンコート

リィンピッチナー紅

難度XH追加 「闇へのいざない」ほか2種
ダークファルス・ルー
サーと戦う「狡猾なる黒
翼の尖兵」＆「現れる偽
りの覇者【敗者】」、そし
て「闇へのいざない」が

サイボーグアイ 大

難度ＸＨに対応！

＊晶花クリスブリューテ（双小剣／武器迷彩）

FUNスクラッチ更新

ーシップがモチーフの武

パ」や「かみつきゆるガロンゴ帽子」な
ど、ゲーム内に登場するエネミーなどが

ラッチで配信される。「すやすやリリー

モチーフのアイテムが人気になにそうだ。

アディスバンカー（★12大砲）

かみぶくろ

器が多数追加される。

12

かみつきゆるガロンゴ帽子

ダーフアクール（★11魔装脚）

ノクスシャリオ（★12双機銃）

▲◀「ノクスシャリオ」は「闇
へのいざない」のエリアドロッ
プ、「ダ ー フ ア ク ー ル」 は フ ァ
ルス・アンゲルのドロップなの
で、予告緊急は見逃せない！

すやすやリリーパ
ＦＵＮスクラッチラインナップ

▲ダークファルス・ルーサー
がドロップする★ のランチ
ャー。過去作でも人気のあっ
た武器が、リファインされて
『ＰＳＯ２』に登場！

アイテムデザインコンテスト入賞作品
のうち、いくつかのアイテムはFUNスク

ラブ・ブレスネット＆ラヴィ・ブレスネット

アポ

ス・ドリオスには、マザ

野良が語る「アークス共闘祭2015［Part.4］」 sideA、sideBの２回に分けて配信される「ウィナーズデザイン２」アイテム。sideAのあたしの注目はペアで付けられる「ラブ・ブレスレッ
ト＆ラヴィ・ブレスレット」。リア充爆発しろニャ＞＜。それはともかく、どれも考案者のみなさんのこだわりが形になっていて素敵なものば
ウィナーズデザイン
編 かり。公式サイトではコンテスト受賞作品が紹介されているので、比較して見てみると楽しいかも!? 配信が楽しみニャ〜♪
（野良）

2 sideA
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教官：ステラ

採掘基地防衛
戦の
立ち回りを理解
しよう！

プロアークス養成講座

基礎知識編 クエストの目的は拠点を守ること

エネミー攻略編 要注意エネミーをピックアップ攻略

「採掘基地防衛戦」は、ほかのクエストと

各クエストには多数のダーカーが登場

よって状況が変わってくる場面もありま

は異なり「拠点を守ること」が目的です。

しますが、そのなかでもとくに注意した

すが、基本的にこの方法で対処していけ

敵を倒すのはそのための手段の１つでしか

いエネミーをピックアップ。クエストに

ば大きな問題ありません。

なく、極端なことを言えば１体も倒さなく
いえ、早くクリアできれば１度の緊急クエ

「採掘基地防衛戦」で敵側の中心戦力となるゴルドラ

ストで３回以上プレイ（「絶望」は除く）

ーダは、素早い動きで拠点に向かってきます。かなり

することもできるので、素早く敵を倒しな

▲敵は拠点を狙ってくるので、こちらから攻める
がら拠点を守れる方法を身に着けましょう。 よりも待ち伏せしたほうが戦いやすいでしょう。

正結晶

拠点兵器をアンロックするために必要なポイント

フィールド上に落ちている正結晶を拾う

ことはありません。攻略に重要な要素の１

ことで、拠点兵器をアンロックできます。

つですが、＂正結晶を集めているだけでは

正結晶ptはマルチパーティー全員で共有す

ダメ＂。敵を倒すことと、正結晶集めをバ

るポイントで、拠点兵器を使用しても減る

ランスよくこなすことが大切です。

正結晶
特徴
の

●正結晶ptはマルチパーティー全員で共有
●拠点兵器を使用してもptは減らない
pt ●正結晶1つにつき10pt加算。「絶望」のWAVE3終了後からWAVE6終了まで
は20pt、WAVE6終了以降は30pt加算される

拠点兵器

アンロックされた兵器は各自で使用可能
りません。最初に言ったとおり、拠点を守

ドに配置された防衛ソケットや拠点端末で

ることが目的。出し惜しみして拠点を破壊

使用できます。使用回数は各自個別に設定

されてしまっては元も子もありません。状

されているので、他人に遠慮する必要はあ

況を見て、積極的に使っていきましょう。

防衛ソケット（銃座、フォトン粒子砲、A.I.S）
ることがあり、浄化しなければ

の装置で、拠点兵器を使用でき

使用できません。また、侵食を

ます。「絶望」では、ソルザ・

放置するとダーカー粒子砲に成

ブラーダの攻撃などで侵食され

長することがあります。

拠点端末（バーストバリア、耐久力回復）
各拠点に設置された端末で、

た敵をフリーズにする効果があ

アクセスすると拠点の耐久力回

りますが、フリーズが効かない

復やバーストバリアが使用でき

敵には効果はありません。また、

ます。バーストバリアは、触れ

攻撃を防ぐ効果はないので注意。

バーストバリアで素早く破壊しましょう

で破壊できます。難度が高くなるほど巨大侵食核の耐久力
が増えるため、難度ＳＨ以上ではバーストバリアを使用す
るのがオススメ。侵食が始まった時点では攻撃できません
が、バーストバリアなら破壊できます。マップのアイコン
にも表示されるので、素早く対処しましょう。

巨大爆弾

場所は、「ダーク・ビブラスの位置から最も遠い拠点」と
なっているため、予測するのはカンタン。爆弾は一定ダメ
ージを与えると破壊できます。ちなみに、「ウィークバレ
ット」をダーク・ビブラスと爆弾へ同時に付与することは
不可。ファイターのスタンスはボスの向きが反映されます。

◀爆弾が着弾してから一
定時間が経過すると爆発。

一撃で拠点を破壊する巨大爆弾を拠点に投げます。投げる

貢献度とコードネーム

ダーク・ラグネ

部位破壊は最低限で済ませましょう

ダーク・ラグネは破壊可能な部位と、

所を集中攻撃してダウンさせ、それから

本体のＨＰが別扱いになっています。そ

コアをたたくのがオススメ。もしも１回

のため、素早く倒すには部位破壊は最低

で倒しきれなかったときは、別の脚を攻

限で済ませたほうがいいでしょう。１カ

撃してもう１度ダウンさせましょう。

ウォルガーダ

カベや拠点に近づけないことが最優先

ガーダは、中ボスながらやっかい
な相手。まずは「ウォークライ」
などでヘイトを取り、拠点や防壁
に向かう状況を阻止しましょう。
とくに「侵入」は、プレイヤーと
うこと。防壁を背にして戦うと、
プレイヤーを狙った攻撃が防壁に ▲接近戦が得意なクラスでも、まずはヘイトを取ってボ
当たってしまいます。
スを防壁や拠点から遠ざけることが最優先です。

デコル・マリューダ

A.I.Sで素早く倒すのが得策

デコル・マリューダは、ウォルガーダ

回りながら、バルカンとグレネードで攻

と並ぶ拠点キラー。「絶望」でしか登場

撃するといいでしょう。２体同時に出る

しないため、A.I.Sで対処するのがオスス

WAVE３やFINAL WAVEは、ヘイトを

メです。コアをロックしてボスの周囲を

取ってフォトンブラスターで一掃！

ゼッシュレイダ ヘイトを取ったらボスから離れないこと
ゼッシュレイダは、狙った相手が遠く

るので、ヘイトを取ったら離れてはいけ

にいると体当たりを繰り出してきます。

ません。また、ダウンから復帰すると回

攻撃のチャンスが減るだけでなく、周囲

転しながら弾をまき散らすので、そうな

で別の敵と戦うプレイヤーにも被害が出

る前に素早く倒しましょう。

ダーク・ビブラス 「パニック」を駆使して動きを止めよう
ダーク・ビブラスは、飛び上が
って攻撃する技を持つのが特徴で
れるため、「イル・グランツ」な

ダーク・ビブラスから最も遠い拠点を狙う

ステラが語る「採掘基地防衛戦」

間身動きができなくなるので足止めに有効。

す。飛行中は攻撃する手段が限ら

ダーク・ビブラスは登場から30秒、さらに１分30秒後に
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◀拠点の周囲が赤く囲ま
れた状態が侵食の目印。

メージを与えるか、その拠点のバーストバリアを使うこと

マップ

カ所にまとめてから攻撃するのがオススメです。また、
「フリーズ」を与えると特殊状態異常になり、一定時

防壁でボスを挟むような位置で戦

フィールドに点在する六角形

拠点を侵食してダメージを与える巨大侵食核は、一定ダ

くなることも。そのため、「ゾンディール」などで１

張り手で集中攻撃をするウォル

アンロックされた拠点兵器は、フィール

巨大侵食核

タフで出現数も多いため、各個撃破では手数が足りな

◀特殊状態異常なので、
攻撃しても解除されない。

ゴルドラーダ 「ゾンディール」や状態異常「フリーズ」が有効

ても拠点さえ守り切ればクリア可能。とは

どを使って「パニック」の特殊状
態異常でダウンさせるのがオスス
メ。ちなみに、「絶望」に登場す
るダーク・ビブラス・ユガは状態
異常が効きにくいので、A.I.Sの火 ▲「イル・グランツ」で攻撃する場合は、角やお尻の弱
力で押し切るのが得策です。
点を狙うとダメージと状態異常を両立できます。

POINT ダーク・ビブラス・ユガはA.I.Sを使って倒しましょう

クリア後に転送装置へアクセスすると、順位やコードネームなどの情報が表示されます。コードネームは貢献度やチャット、与ダメージなどの
プレイ内容で決定。これらは、そのプレイヤーがどんな戦い方をしていたのかわかる程度のもの。貢献度は正結晶を拾ったり敵にトドメを刺し
たときなどに入るため、かならずしも貢献度が高い＝活躍したという意味ではありません。また、ドロップ率にも無関係です。
（ステラ）

※［襲来］採掘基地防衛戦：襲来、
［侵入］採掘基地防衛戦：侵入、［絶望］採掘基地防衛戦：絶望の略称になります

第4回

電撃警備保障とイチから学ぶ！

拠点前で迎撃するのが基本

襲来編

絶望編

A.I.Sを使いこなせば最もラク!?
「絶望」には、A.I.Sというロボット

WAVE２までは、

「絶望」は同難度での敵のレベルが

敵の出現位置を待ち

高く、このクエスト用に強化された

型の超強力な拠点兵器があります。

伏せしてもＯＫです

ボスもいるため、強力な装備をそろ

A.I.Sの強さはレベルや装備が関係

が、WAVE３からは

えても苦戦は必至です。ですが、そ

ないので、全員がうまく使いこなせ

敵の数が増えるので

れは生身のキャラクターでの話。

ればクリアは難しくありません。

拠点前で待ち伏せす

攻略のカギ

るのが基本。単独で
戦うとせん滅速度が
下がり、仲間の助け ▲拠点前に集まった敵は、「ゾンディール」などでまと
も遅れてしまいます。めてから攻撃しましょう。仲間との協力を忘れずに。

攻略のカギ

WAVE4は集団行動が重要

WAVE４は、各拠点に１回ずつ

その次は必ず逆側に現れます。敵

敵の集団が襲ってきます。そのた

をせん滅してから移動しても間に

め、WAVE開始前に中央の拠点に

合うので、落ち着いて行動しまし

集まり、集団行動するのがオスス

ょう。なお、拠点に来る前に攻撃

メ。西か東に敵の集団が来た場合、

すると敵がバラけるので×。

POINT ●3つの拠点に1回ずつエネミーの集団が現れる
●西か東に来たあとは必ず逆に現れる
●拠点前に来た敵を「ゾンディール」などで集めて
たたく
●敵が拠点前に集まる前に攻撃するのはＮＧ

侵入編

防壁を守るためにヘイトを取ろう
除いて拠点が攻撃される心配はあ

の防壁があります。この防壁が破

りません。そのため、敵を防壁に

壊されると、敵の出現ポイントが

近づけないようにヘイトを取る立

増えるので注意。逆に言えば、防

ち回りが重要です。とくに打撃ク

壁を破壊されなければ一部の敵を

ラスは戦う位置に注意しましょう。

攻略のカギ 「ウォークライ」を有効活用
範囲内の敵のヘイ
トを取る「ウォーク
ライ」が大活躍しま
す。メインかサブが

周囲チャットで連携を取りましょう。

復し、グレネードで攻撃するといい

出し渋ると正結晶を集める余裕がな

でしょう。使用できる回数には限り

くなり、２回目３回目のアンロック

があるため、各WAVEで１〜３人ず

が遅くなる可能性もあるので注意！

POINT ●WAVE3以降は常に1機以上A.I.Sを出す
●かぶらないように事前にチャットで伝える
●エネミーだけでなく、ダーカーウォールや侵食戦闘機
も対処する

難度XH編 敵のHPの多さを考慮しましょう
難度ＸＨでも、基本的な攻略は変

を１カ所に集めたり、特殊状態異常

わりません。ただし、ＳＨよりも大

を駆使する戦い方を徹底しましょう。

幅に敵のＨＰが増えているので、１

また、巨大侵食核や巨大爆弾の耐久

体倒すだけでもかなり時間がかかり

力も上がっているため、１人にまか

ます。その状況を打破するには、基

せないように。周囲の仲間と協力し

本の立ち回りを守ることが大事。敵

てクリアを目指しましょう！

●エネミーのHPがSHの約3倍
●巨大侵食核やダーク・ビブラスの爆弾の耐久力も上昇している
ため、1人では破壊するのに時間がかかる

■「採掘基地防衛戦：襲来」ＸＨ新レア武器
カテゴリー
武器名
大剣（★12） ライトニングエスパーダ
長槍（★11） カイザーファルクス
鋼拳（★11） ブレイクブルート
大砲（★11） ヴォルトハウザー
強弓（★11） ソリッドリカーブ
短杖（★11） ヴァルスオーナム
魔装脚（★11） フェルクルス

打撃力
射撃力
法撃力
必要条件
611（1222）
打撃力:700
497（969）
打撃防御:440
571（1113）
打撃防御:440
581（1132）
射撃防御:440
603（1175）
射撃防御:440
533
（1039）
529（1015）法撃防御:440
499（973）
509（992） 法撃防御:440

潜在能力
暗心舞踏
影闘形態
影闘形態
影闘形態
影闘形態
影闘形態
影闘形態

■「採掘基地防衛戦：侵入」ＸＨ新レア武器

ハンターなら忘れず
に習得しましょう。
ヘイトを取ったら敵
が戻ってくるのを待
つと、防壁の周辺で ▲後衛担当は、侵食核やワープしてきたプレディカーダ
戦わずに済みます。 たちを倒すこと。マップをチェックして素早く対処！

POINT ●極力、防壁の近くでは戦わない
●足止めのために「フリーズ」を狙う
●後衛担当は侵食核やプレディカーダたちを見逃さない

速 報!「

つ分散して使うこと。そのためにも、

ますが、基本はバルカンでＰＰを回

難度ＸＨ
の注意点

「侵入」には敵の侵攻を防ぐため

A.I.Sを出す前に声かけを！

A.I.Sにはさまざまな武器があり

武器名
武器名
打撃力
射撃力
法撃力
必要条件
長銃（★12） アストラルライザー
544
（1088）
射撃力:725
自在槍（★11） マークキュリオ 525
（1023）
打撃防御:440
双小剣（★11） セヴァーシルト 398（776）
打撃防御:440
飛翔剣（★11） ソルリシェル
544
（1060）
打撃防御:440
長銃（★11） ゾーンフィード
534（1041）
射撃防御:440
導具（★11） セレネスケロース
508（990） 法撃防御:440

潜在能力
古の誓い
影闘形態
影闘形態
影闘形態
影闘形態
影闘形態

エリアドロップについて
「襲来」のライトニングエスパーダ

るエリアドロップとして設定されて

と、「侵入」のアストラルライザー

います。そのため、スペシャルウェ

は、すべての敵が落とす可能性のあ

ポンで出る可能性もアリ！

PSO2放送局#28」でマガツ戦第2弾が発表！

２月１日に放送された「ＰＳ
Ｏ２放送局」で、マガツ戦の第
２弾が発表された。気になるク
エスト内容は、「絶望」の防衛
兵器として登場したA.I.Sに乗
ってマガツと戦うというもの。
また、同時にチャレンジクエス
トの内容も一部公開。全サーバ
ー共通のチャレンジ専用ロビー
が存在し、シップの垣根を越え
て一緒にプレイできるようだ。

ステラが語る「採掘基地防衛戦」

攻略アドバイス編

◀▲黄金に輝くマガツは本気モード!? 「チャレンジ
クエスト」は、全武器装備可能なクラス「チャレンジ
ャー」でプレイすることに。実装が待ちどおしい！

「採掘基地防衛戦」では、拠点兵器を上手に使うことも重要です。使わないままクリアしてもメリットはありません。とくにA.I.Sと耐久力回復
は出し惜しみしないように。より詳細な攻略を読みたい方は、電撃オンラインの特集ページ（http://dengekionline.com/pr/pso2/）で過去
記事を公開しているのでそちらをご覧ください。巨大侵食核の発生タイミングなど、詳細なデータも掲載されていますよ。
（ステラ）
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