嵐の凶鳥＂ガル・グリフォン＂が襲来!!

ガル・ダ・バル島中央管理区に君臨するガル・グ
リフォンが、時間と境界を越えて襲来！ ラグオ
ルからの来訪者が戦いの嵐を巻き起こす!!

電撃
警備保障画 ボリューム満点のアップデート情報をお届け！
チーム

載企

連
『 PSO2 』

5thシーズン

7月8日配信

第21回

シリーズ伝統のエネミー撃破イベ
ント「MAXIMUM ATTACK」と、
新たな★13武器の登場でさらなる盛

PC

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

り上がりを見せる本作。今回は７月
●RPG ●セガゲームス ●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
（＋税） ●基本プレイ無料（一部有料アイテムあり） ●オンライン専用
８日の配信情報とアークスキャラバ 版¥4,980
●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
ン新潟で公開された新情報をお届け。ソード3開発ディレクター：菅沼裕

3周年記念アップデート「MAXIMUM ATTACK［Part.3］」

期間限定クエストに、『ＰＳＯ』の

ボス「ガル・グリフォン」が登場!!

今回の配信は、ＷＥＢ連動イベントの折り返し地点
場。さらに、『PSO』15周年記念の配信や『バーチャ
◀マイザー・デルタとエンジ
ェランの像が新たに登場。

ロン』コラボ、デザイナーズコラボなど盛りだくさん。
バーチャロンロビー

CHECK

チームルーム拡張 パイオニア２（シティ）

ともいえる位置付けで、新たな期間限定クエストが登

チームルームの拡張では「ＰＳＯ15

ちなみに、デザイン自体は当時のまま

周年」を記念して「パイオニア２（シ

だが、グラフィックは今回のために新

ティ）」が登場。このチームルームは、

たに作られている。

ールを再現したものだ。期間限定ロ

２内のシティを再現したも

ビーとは異なり、ボールとゴールが

のだ。もちろん、転送装置

ステージ前に設置される形で配信さ

を使って総督の部屋へ行く

れるため、基本的にはいつでも遊べ

ことも可能。仲間を呼んで、

る。とくに難しいルールや厳密なチ
ーム分けはないので気軽に遊ぼう。

主な配信内容
●ACスクラッチ「エキセントリックパーティー」
●期間限定ロビー「バーチャロンロビー」

◀▲ショップの店員
などＮＰＣはいない
が、街並みは完全再
現されている。ハン
ターズギルドの窓の
外には、惑星ラグオ
ルの姿も。過去作の
ファンには懐かしい
チームルームだ。

●ロビーオブジェ「アークスボール」
●チームルーム「パイオニア２（シティ）
」
●期間限定クエスト「境界を貫く双角の凶鳥」
●期間限定予告緊急クエスト「来襲せし虚なる深遠の躯」

お題

過去の『PS』シリーズから復刻してほしいものは？

レトロ

ステラ

種族：ヒューマン♂
メイン：ガンナーLv.75
サブ：ハンター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

スライサーですね。『ファンタ
シースターⅡ』から登場している
歴史ある武器なので、いつか実装
されるのではと期待してます。

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：バウンサーLv.71
サブ：ハンター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：ハンターLv.75

ガル・グリフォン復活というこ
ボスとエネミーの復刻をこれか
とで、次は個人的に『PSO』の
らも続けてほしいな〜。ボルオプ
トとかフロウとかアンゲルスとか、 ボスだったデ・ロル・レの復活希
望！ 足場はもちろんイカダで。
また戦ってみたい奴いっぱい！
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窓の外にはラグオルが!!

「電撃ミッションカーニバル」！
『PSU』のときにあったコラボイ
ベントを、『PSO2』でもやって
みるというのはどうでしょう？

サッカーロビーと呼ばれる場所があ
ロビーに設置されていたボールとゴ

ちの拠点であるパイオニア

みんなと盛り上がろう！

電撃警備保障
チーム 隊員紹介

『ＰＳＯ』のオンラインモードには
った。アークスボールは、サッカー

『ＰＳＯ』のプレイヤーた

●期間限定NPC「クララ」
、
「ニクス」、
「キジカ」
●ウェポンズバッヂ交換アイテム追加
●FUNスクラッチ更新 ほか

サッカーロビーがアー
クスボールとして復活

思い入れ深い初代『ＰＳＯ』の
過去作は未プレイだけど、過去
ダークファルス戦です。即死級の
の運営ブログを見ていて発見！
威力のグランツとか憑依とか、ギ
『PSU』よりドラゴンサカーイス
ミックもそのままで戦いたいです。 ーツ♪ 実装はあり……？

誌面版

▲体当たりでボールを動かせる。公園の
遊具感覚で遊べる仕掛けだ。

チーム・電撃警備保障

プレイ日記

Vol.20

今回の担当

レトロ

マイルームにプレゼント
が１つ置いてあって、開け
てみると中身は10万メセタ。
その貧弱な装備をもっと強
化しろってことですね、承
知！ ってことではないの
でしょうが、ありがとなの
です。僕らなりのやり方で、▲プレゼントは、いつ、何をもらっ
今後も『PSO２』の情報 てもうれしいもの。おいそこ！ 単
発信をしていければと！
純なやつって言わない（笑）。
電撃警備保障
ブログはこちら

ⒸSEGA ⒸSEGA CHARACTERS ⒸAUTOMUSS CHARACTER DESIGN：KATOKI HAJIME
マンガ：荒木風羽 ※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17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 エキセントリックパーティー
『電脳戦機バーチャロン』シリー

ームグッズなどが配信される。さ

ズとのコラボに加えて、人気デザ

らには、テムジンとフェイ・イェ

イナー・ヤスダスズヒト氏デザイ

ンの新アイテムもあり、ファンに

ンのアイテムも登場。『バーチャ

は見逃せないラインナップだ。一

ロン』シリーズからはマイザー・

方、ヤスダスズヒト氏とのコラボ

デルタとエンジェランの２体のコ

は３種類のコスチュームと武器迷

スチュームと武器迷彩、さらにル

彩、ボイスなどが登場。

＊ブルー・ハート（大剣／武器迷彩）
▲▶テムジンのマグは、モーションもかな
り凝ったものになっているとのこと。

進化デバイス／テムジン

ＧＨ４３０オッソリア

キリンキジカ

マイザー・デルタ＋＊レブナント３Ｒ
（銃剣＆長銃／武器迷彩）

エンジェラン＋＊対偶の法杖「慈愛」Ｒ
（長杖＆短杖／武器迷彩）

ニクスハルデン

エドマチクララ

ＦＵＮスクラッチ更新
ＦＵＮスクラッチに追加されるアイテムのなかから
一部を紹介。頭に乗せる「監視カメラ」とブタの型の
「蚊取り線香」が人気になりそうだ。
ＦＵＮスクラッチラインナップ
ＡＣスクラッチラインナップ

くわえナイフ

レアドロイヤリング 虹

ゴシッククロウ 金

メセタイヤリング

＊キジカナルカミ（魔装脚／武器迷彩）

＊ギャランニクス（双機銃／武器迷彩）

下げ髪ウィッグ

＊クララレンダン（双小剣＆飛翔剣／武器迷彩）

チェッカーフラッグピアス

監視カメラ

蚊取り線香

背負いカゴ

ステラが語る「MAXIMUM ATTACK［Part.3］」 浅井真紀氏デザインの朱鬼姫シキと入れ替わりで、ヤスダスズヒト氏がデザインしたキャラクターたちもＮＰＣとして登場します。配信される
ＮＰＣはクララ（エドマチクララを着用）、キジカ（キリンキジカを着用）、ニクス（ニクスハルデンを着用）の３人。クララのクライアントオ
デザイナーズコラボ第 弾編 ーダーをクリアすると、３人ぶんのパートナーカードをゲットできます。今回も期間限定配信なので、取り逃さないように！
（ステラ）
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期間限定クエスト 境界を貫く双角の凶鳥
アンガ・ファンダージ

入れ替わる形で、新たな期間限定クエス
トが登場。これまでの混沌系クエストと
は異なり、大型転送装置で全員同時にス
タートするタイプで、マップの形状や出
現するエネミーは固定になっている。フ
ィールドは壊世地域：ナベリウスで、ク
エストの難度にかかわらずアルティメッ
トの敵も出現。最深部のボスエリアでは、
『ＰＳＯ』に登場したガル・グリフォン

新たな予告緊急クエスト「来

１回の緊急発生につき１シップ

襲せし虚なる深遠の躯」は、ダ

で１度だけプレイ可能といった

ークファルス２体との連戦だ。

ルールがある。新★13武器も追

通常のダークファルス戦とは異

加されるが、こちらは通常のダ

なり、前哨戦は一切ない。また、

ークファルス戦でも入手可能だ。
◀▼連戦なので通常よりも時間はかか
るが、ドロップは 体ぶんもらえる。

◀アルティメットの敵も登場。ＸＨで
は、アーレスシリーズもドロップする。

配信中の「混沌まねく未知なる影」と

期間限定予告緊急クエスト 来襲せし虚なる深遠の躯

2

と戦うことに。なお、本作では酒井シリ
ーズプロデューサー自らがデザインした
レア種もいるとのこと。過去作のファン
はもちろん、『ＰＳＯ２』から始めたプ
レイヤーも楽しめるボスになりそうだ。

【巨躯】と【敗者】の2連戦！

背景にも注目！
◀▲ガル・グリフォンは竜巻と雷を使って攻撃
してくる。さらに、本作では新たな攻撃が追加
されるとのこと。ボスエリアのＢＧＭや背景な
ど、ボス以外も『ＰＳＯ』を再現している。

ガル・グリフォン参戦!!
ウェポンズバッヂ交換 交換アイテム追加
リア／フラワーアート

新たな交換アイテムは武器迷彩、ユ
ニット、進化デバイスの３種類。武器
迷彩は武器カテゴリーごとに１つずつ
で、いずれもデザインが人気のレア武
器の色違いになっている。ユニットは
装備するとエフェクトが発生するリア
ユニットが２種。進化デバイスは『Ｐ

＊チェインベルク（大剣／武器迷彩）

＊蛇腹クリュソス（自在槍／武器迷彩） ＊パラティヌスピック（長槍／武器迷彩）

ＳＯ』のメインキャラであるリコがモ
が武器迷彩は銀バッヂとの交換になる。

■武器迷彩の元デザイン

＊ユキガラス（抜剣／武器迷彩）
武器迷彩名称
＊チェインベルク
＊蛇腹クリュソス
＊パラティヌスピック
＊インガ・ヒョウリ
＊ゲッコウソウジン
＊ファイティングソウル
＊タイラントヴィエラ
＊ユキガラス
＊レップウジンライ
＊グラウィスパニッシャー
＊フェリオバンカー
＊Ｍ＆Ａ６０ヴァイス
＊アルドデーヴァ
＊グラヴィフェルト
＊モタブの写本
＊エリュドラド
＊ブーツオブミシェル
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進化デバイス／ＲＲリコ

チーフだ。なお、交換レートは不明だ

＊インガ・ヒョウリ（双小剣／武器迷彩） ＊ゲッコウソウジン（両剣／武器迷彩） ＊ファイティングソウル（鋼拳／武器迷彩）

◀カタナは元武器からデザインが変
化。カラスの羽根がはずされている。

元の武器デザイン
チェインソード
蛇腹グリゴロス
インペリアルピック
サイカ・ヒョウリ
テンイムソウ
ファイティングビート
クイーンヴィエラ
ヤミガラス
ヒャッカリョウラン
サルスパニッシャー
アディスバンカー
Ｍ＆Ａヴァイス／リヒト
ガーンデーヴァ
グラヴィリオス
モタブの預言書
エリュシオン
ブーツオブセラフィ

対応武器
大剣
自在槍
長槍
双小剣
両剣
鋼拳
銃剣
抜剣
飛翔剣
長銃
大砲
双機銃
強弓
長杖
導具
短杖
魔装脚

＊タイラントヴィエラ（銃剣／武器迷彩）＊レップウジンライ（飛翔剣／武器迷彩）＊グラウィスパニッシャー（長銃／武器迷彩）

＊フェリオバンカー（大砲／武器迷彩） ＊Ｍ＆Ａ６０ヴァイス（双機銃／武器迷彩） ＊アルドデーヴァ（強弓／武器迷彩）

＊グラヴィフェルト（長杖／武器迷彩）

＊モタブの写本（導具／武器迷彩）

＊ブーツオブミシェル（魔装脚／武器迷彩）

ステラが語る「MAXIMUM ATTACK［Part.3］」 「境界を貫く双角の凶鳥」は、レア種などごく一部にランダム要素が存在するものの、敵が出現する場所や発生するＥトライアルは固定です。
記事内でも書きましたが、「来襲せし虚なる深遠の躯」は一度の緊急発生につき１回だけクリア可能。１シップにつき１回なので、同一シップ
新クエスト編
の別キャラに変えてもプレイできません。ただし、別のシップにキャラがいるなら合計２回以上挑戦することもできます。
（ステラ）

※：アークスフェスティバル２０１５ ■開催日：８月

今後の配信内容＆イベントをチーム・電撃警備保障がチェック！

アークスキャラバン
新潟公開情報ピックアップ
６月14日に開催されたアークス

た。その情報のなかから、レトロ

キャラバン新潟では、今後の配信

とステラがとくに気になったもの

予定など多数の新情報が公開され

をピックアップして紹介する。

ピックアップ①

ピックアップ③

参加型新ライブ「アークスダンスフェス」

クラフトに「PAカスタマイズ」が登場

日（日）■場所：有明コロシアム ■入場無料
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レトロ：新しいライブステージは、 ステラ：２曲のダンスの振り付け

レトロ：ＰＡカスタマイズ、待っ

マイズの詳細は、次号の記事で紹

てました！

介する予定です。

いつか来るだろうと

は思ってたけど、テクニックカス

レトロ：ほかにも、便利な機能や

タマイズ以上にスゴイことに!!

マグの強化など、公開された要素

ステラ：テクニックは攻撃力など

を下にまとめたので要チェック！

数値のカスタムでしたが、ＰＡは
挙動自体が変わるみたいですね。

そのほかのシステムピックアップ

●フレンドの受注クエストとパーテ
ィー人数を確認できる
「トルネードダンス」や空中でグ
●ほかのブロックのパーティー参加時
ルグル回り続ける「ツイスターフ
に移動先の混雑状況を確認できる
ォール」などが紹介されていたね。 ●ＴＡランキングをハード別に変更
●時限能力ドライブを最大9個まで
ステラ：これらは７月下旬に配信
バックアップ可能に
される予定ですが、まずＥＰ２ま
●オーナー登録解除機能
でに実装された武器のＰＡを１つ
●マグLv.200解放＆強化

レトロ：スゴイ勢いで飛んでいく

光吉猛修氏が歌う「We're ARK

を担当したパパイヤ鈴木さんも、

S」とPSO２放送局メンバーによ

イベントに参加するそうです。

る「レアドロ☆KOI☆恋」の２曲！

レトロ：ちなみに、フェスティバ

ステラ：今回のライブでは、ステ

ルの来場者特典は下の３点！

ージにアクセスすると自分のキャ 「アークスフェスティバル2015」来場者特典
ラが配置され、歌に合わせて踊り
ます。さらに、リズムゲームのよ
うな遊びもあり、たくさん成功さ
せると演出が華やかに!!
レトロ：ゲームだけでなく、アー
クスフェスティバル（※）では開
発チームやPSO２放送局メンバ ▲男女それぞれのＴシャツと進化デバイ
ーが実際に踊るとのこと。
スのセット。交換禁止アイテムとのこと。

ピックアップ④

PSO2アークスカフェが期間限定で開店

対応させるとのこと。ＰＡカスタ

ピックアップ② 『PSO2es』イベント＆アップデート

ステラ：『ＰＳＯ２』とスイーツ

のコラボでは「カーバンクルのオ

パラダイスのコラボカフェが、ス

ムライス」などがありましたね。

イパラ新宿東口店で開催されます。 レトロ：なるほど。「ラッピーの

ステラ：７月１日から、歴代のラ

強化するのがよさそうですね。

ッピーが登場する「ラッピーフィ

レトロ：ウェルカムバックGOG

ーバークエスト」の配信が決定。

Oキャンペーンもあるし、復帰す

レトロ：ラッピー系のチップもゲ

るのにいいタイミング。緊急クエ

ットできるので、チップ強化だけ
でなく、以前に入手できなかった
チップを集めるチャンスだね。
ステラ：７月上旬には、チップ総
選挙の結果発表と、上位入賞チッ
プを特集したスクラッチが配信さ
れます。お目当てのチップを手に
入れて、それをラッピーチップで

レトロ：軽食＆スイーツのお店だ

からあげ」的なやつじゃなくて、

から、デザート系以外のメニュー

デコレーションがカワイイ系かな。

もあると思うけど、どんなメニュ

ステラ：ちなみに、コラボメニュ

ーが出るんだろう。

ーを注文すると下のようなアイテ

ステラ：『ぷよクエ』とスイパラ

ムがランダムでゲットできます。

ストも楽しいし、帰っておいで！
ウェルカムバックGOGOキャンペーン
プレゼントアイテム
●ラッピーメダル20枚
●ハニュエールチップ1枚
●歌うラッピーチップ5枚
●FUN500
●グラインダー55個

ステラが語る「MAXIMUM ATTACK［Part.3］」 ８月には、アークシステムワークスの２大格闘ゲーム『ブレイブルー クロノファンタズマ』＆『ギルティギア イグザード サイン』とのコラボ
アイテムの配信が決定。さらに、９月にはタイトルは公開されなかったものの、ＲＰＧとのコラボもあるようです。新フィールドの「黒の領
そのほかの新情報編 域」では、グアル・ジグモルデ（クモ型エネミー）とコドッタ・イーデッタ（合体ロボット型ダーカー）という新ボスが登場！ （ステラ）
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