黒ノ領域でアークスを待つものは—？

電撃
警備保障画 夏休みは「黒ノ領域」で激しいバカンスを！
チーム

載企

連
『 PSO2 』

5thシーズン

８月５日配信

第23回

海水浴に山登り、花火大会。数あ
る夏のレジャーのなかに、冒険を加
えてみるのはいかが？ 「黒ノ領域」

をはじめ、今回紹介する最新アップ
デートにも夏休みのゲーム生活を充
実させる内容が盛りだくさんだ！

白の民の領域を荒らす黒の民。彼らの本陣であ
る「黒ノ領域」に、アークスたちがついに足を
踏み入れる。黒の民との全面対決、ここに開幕！
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
●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
版¥4,980（＋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
●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
ソード3開発ディレクター：菅沼裕

夏の中規模アップデート「闇に包まれし黒域［Part.2］」

新フィールド追加を中心に、今回も

ボリューム満点のラインナップ！

アークスクエストとフリーフィ
ールドに、約１年ぶりとなる新フ
ィールドが追加。新たな試みが採
用されており、これまでとは違っ
たプレイが楽しめるはず。なお、
今回のアップデート内容のうちス
トーリークエストのみ、７月29日

ストーリークエスト 第６章「大切なひとを守るために」
単身で再び「黒ノ領域」に向かったスクナヒメを救うた
め、マトイたち、そしてコトシロをはじめとした白の民が
動く！

サブイベントでは【若人】をめぐる物語も。両面

で展開する＂大切なひとを守るため＂の戦いを見逃すな！

配信予定となっている。
主な配信内容

【仮面】が口にする＂結末＂を
変えることができるの
だろうか……？

●新フィールド「黒ノ領域」
●輝石交換ショップに新たな
交換武器を追加
●ＰＡ4種と複合属性テクニ
ック1種追加
●朱鬼坊オウドと朱鬼姫シキ
の期間限定クライアントオ
ーダー

揺れ動く【若人】の
心—

●ＡＣスクラッチ「ヴァーサ
ス ブレイブルー」

▲▶アフィン、そしてフーリエと
再びまみえる【若人】。ダークフ
ァルスとしての存在を認めつつ、
心のなかにはユクリータとしての
想いも……？

●FUNスクラッチ更新
など

電撃警備保障
チーム 隊員紹介

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

個人的にはキャラソンＣＤで歌
っているＮＰＣたちのライブが見
たい！ たまにはクーナ以外の歌
姫を拝めるチャンスを!!

いつか一太郎さんが真打昇進し
たときに、落語ライブをやってほ
しいですね。 演題は
「大山詣り」
のアレンジでどうでしょう？

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.74
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：ガンナーLv.66
サブ：レンジャーLv.75

「Save This World」や「Living
Universe」など、過去作の楽曲
のカバーとか興味あります！ ラ
イブでやるには豪華すぎか。
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!?

あまりライブなどに行ったこと
「メキシカンフライヤー」をBG
Mに『PSO２』上でうららオン
はないのですが、ミュージカルや
ステージを再現してほしいモロ。
『PSO２』をネタにした漫才など
音ゲー要素もあるとなおいいモロ。 が見れるとおもしろいかも？

期間限定クライアントオーダー 朱鬼坊オウド
浅井真紀氏デザインの朱鬼姫シキがショップエリアに再登
場。今回は兄弟子である朱鬼坊オウドも引き連れている。２
人からは期間限定でクライアントオーダーが受注可能だ。

ファッションショーもライブの
うちに入るかニャ？ 正面に立っ
たらロビアクでアピール♪ ゲー
ム内でコスプレコンテスト！

ⒸSEGA Ⓒ ARC SYSTEM WORKS
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７月14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

◀オウドのオーダーを達成す
るとパートナーカードがもら
える。前回逃した人はシキの
カードも手に入れるチャンス。

お題 『PSO2』内でどんなライブステージが見たい??

◀▲危険をかえりみずに行くスク
ナヒメ。彼女を救おうとするマト
イたちの前に現れる者とは？

◀ある悲劇的な結末を知る【仮面】。主人公
たちは運命の因果を断ち切れるか

●ＥＰ3第6章「大切なひとを
守るために」

まがまがしさと美しさ
を備える黒の民の王宮

新フィールド 惑星ハルコタン「黒ノ領域」
「黒ノ領域」は、「白ノ領域」

況調査」と「コドッタ・イーデ

をクリアすると解放される。ア

ッタ討伐」。フリーフィールド

ークスクエストには「黒の民状

には「黒ノ領域探索」がある。

■「黒ノ領域」の特徴
●陰輝石チャンドラがドロップ
●「黒ノ領域探索」では★12＆★13武器がドロップ
●「黒ノ領域探索」に特殊なクエストシステムを採用

Gimmick

暗黒・電撃・氷結 — ３種の
地獄がアークスの行く手を阻む

Ｅトライアルでは周囲が暗

くなる＂暗闇地獄＂、氷のバリ
アが攻撃を弾く＂氷結地獄＂

▲▶秋のような景観と仁王像が独特の雰囲
気をかもし出す。地形には山を登るように
傾斜を進んで行くという特徴も。また、難
易度には常設クエスト初となる「ＸＨ」が。

Enemy

超巨大な黒の民や新たな
玩具系ダーカーが出現

など３種の地獄が発生。また、 「白ノ領域」同様、黒の民と玩具系ダーカ
「黒ノ領域探索」はフリーフ

ーが出現する。これまで見たことのないよ

ィールド初のポイント形式に。 うな力を有するものが多く、さらにボス顔

凶悪な地獄を
かいくぐれ！

負けの巨大さを誇る敵も！

総力戦ともい

える数の敵の布陣を崩すことができるか!?

◀▼暗闇なら複
数ある光の玉か
ら正解を攻撃す
るなど、多彩な
仕掛けが存在。

▼クエストポイ
ントを一定まで
ためるとボスへ
の転送装置が出
現。なお、最大
までためるとボ
ス戦に行けない。

▲▶新エネミーのオロオガルやパジゴワン、ビ
クダ・ラビッタなどが大挙して押し寄せる！

▲中ボスのコドッタ・イーデッタ。複数
のパーツで構成されており、４カ所を破
壊するとダウンして本体を攻撃できる。

◀女郎蜘蛛のような姿の大ボス。
魂を吸収し、一定時間後に戦闘不
能にする力を持つ。袋状の臀部を
攻撃して、魂を取り戻せ！

最深部で待つのは
死を司るエネミー
グアル・ジグモルデ

輝石交換ショップ 陰輝石チャンドラとの交換武器
っている。なお、★12武器は陰輝石80個、

より伝わる和系のデザイン、★13武器は

★13武器は陰輝石200個で交換可能だ。

13

ベクスダグーナ
（★ 抜剣）

死者の念をまとうダークなデザインとな

ラとの交換武器が登場。★12武器は古来
グリダフヘクス
（★ 鋼拳）

「黒ノ領域」で手に入る陰輝石チャンド

13

スカルソーサラー
（★ 長銃）

スカルシュクター
（★ 銃剣）

13

イクサコウシャ（★12大剣）

センノシュウハ（★12双小剣）

イダテン（★12両剣）

ハマノゲンシ（★12強弓）

メイセン（★12短杖）

ハクジレンセイ（★12魔装脚）

13

ベクリュサバーカ
（★ 導具）

スカルフェジサー
（★ 双機銃）

13

13

ユウヒが語る朱鬼姫シキ (1/12スケール プラモデル)

特典アイテム編

８月発売予定のシキちゃんのプラモデルには、ゲーム内で使える特典がいっぱい。全種族コスチュームの朱鬼姫シキ・レプカと朱鬼坊オウド・
レプカに、２人が使ってる武器（★９）と、その外見を模した武器迷彩。さらにアクセサリーのセイタカリンネ、ステッカーの往来々不動尊も
ついてくるで。７月26日の「ワンフェス」のコトブキヤブースでプラモの製品見本が展示されるらしいから、気になる人はＧＯ！ （ユウヒ）
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場！ 『ブレイブルー』シリー
ズの主人公的な存在であるラグ
ナ、ジン、ノエルのコスチュー
ムなどに加え、ミュー・テュエ
ルブやイザヨイといったファン
にはうれしいキャラのアイテム

◀『クロノファンタズマ』のノエルの姿を模
したアイテム。脇の部分は大きく開いている。

ァーサス ブレイブルー」が登

ノエル・レプカ＋ノエルヘッドギア＋
ノエルロングヘア

アークシステムワークスとの
コラボスクラッチの第１弾「ヴ

も。ボイスもそろえれば各キャ
ラの完全再現も可能だ。本作の
世界で＂蒼＂の鼓動を感じよ！

神輝召喚！
ムラクモユニット起動！

ミュー・レプカ＋ミューヘッドギア＋
ミューアームブレード＋ミューロングヘア

ＡＣスクラッチ ヴァーサス ブレイブルー

＊神殺しの剣・クサナギ

前面

◀▲＂蒼の力＂を解き放った、ノエルのもう１つの姿を
再現。武器迷彩は双小剣、鋼拳、飛翔剣に対応している。
なお、ボイスは自我を保っている状態のもの。

背面

よくみとけ……
これが「蒼」の
魔道書だ!!

ジン・レプカＭ＋ジンショートヘア＋＊氷剣・ユキアネサ

◀“ブレイブルー＂を右腕に宿し、死神の
異名を持つラグナ・ザ・ブラッドエッジの
姿を模したアイテム。武器迷彩は大剣、両
剣、短杖に対応する。服は女性用も存在。

▶ラグナの弟ジン・キサラギの姿を再現し
たアイテム。兄に狂気的な感情を持ち、そ
の性格はボイスでうかがい知れる。武器迷
彩は抜剣専用なほか、服は女性用も存在。

さぁ！
やろうよ……
兄さん！

ラグナ・レプカＭ＋ラグナウルフヘア＋＊ブラッドサイズ
カースイヤリング青

ホワイトエアリーリボン＋
編みこみハーフアップ

ポスター
BLAZBLUE

＊魔銃・ベルヴェルク

イザヨイ・レプカ＋イザヨ
イヘアアクセ＋イザヨイサ
イドブレード＋イザヨイポ
ニー＋＊零織・イザヨイ

ＦＵＮスクラッチ更新
紳士諸君が好きそうなシチュエー
ションを演出できるくわえアイス
ソーダなど、夏らしいアイテムがそ
ろう。虫が大好きな人や、ひとネタ
仕込みたい人には＂頭乗せ＂シリー
ズがおすすめ。ちなみに、頭乗せ扇
アームガトリング

くわえアイス ソーダ

頭乗せカブ
アームガトリング
トムシ

新ＰＡ・テクニック ＰＡ４種・複合属性テクニック１種追加
打撃武器用のＰＡ３種と射撃武器用のＰＡ１種、氷と光の
属性を持つ複合属性テクニックの計５つが追加。入手方法は、

双小剣ＰＡ・フォールノクターン

ＰＡは「黒ノ領域」、テクニックはクラリスクレイスのオー
ダーから。ＰＡのなかには新機軸の性能を持つものも！

◀回転しつつ急降
下して敵を切り刻
む。攻撃はすべて
空中判定になる。

▲氷と光の刃を使い、敵を切り刻む近接攻撃タイプのテクニック。強
力な反面無敵時間がないため、スキを突いて繰り出すのが重要に。

▶弾丸をチャージして強力な一発
を放つ。敵に命中すると爆発し、
多段ヒットする。

自在槍ＰＡ・アダプトスピン

190

抜剣ＰＡ・グレンテッセン

▼任意の方向に
回転しながら飛
び退き、素早い
攻撃を繰り出す。

複合属性テクニック・バーランツィオン

アームガ
頭乗せクワガタ
トリング

頭乗せ扇風機
◀瞬間移動さながらのスピードで
一閃。方向キーを入力することで
派生攻撃が繰り出される。

風機は向きが変わる首振り仕様だ。

長銃ＰＡ・エンドアトラクト

レトロが語るアイテムコード付録 「＊ツインケイコウトウ」が付く次号電撃ＰＳ Vol.596の発売まであとわずか！ ということで、情報を１つ追加。なんと、
＊ツインケイコウトウ

複数の武器カテゴリーに対応！ その武器カテゴリーはデュアルブレードとツインダガー!! 空中での戦いを得意とする２つ

（レトロ）
の武器カテゴリーだから、きっと割れたケイコウトウの破片が空中から飛び散るね！（そんなことはないです）

※シンパシー2015特設サイト：http://phantasystar.sega.jp/psportal/pso15anniversary/sympathy2015/

今後の配信＆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
沖縄公開情報ピックアップ
7月12日に沖縄で行われた「アークスキャラバン」での発表をピックアップして紹介！
ピックアップ①

8月下旬アップデート「終わりなき夢幻」

ユウヒ：『ギルティギア』とのコ
ラボスクラッチきたー！

そのほかのアップデート新情報

個人的

にほしかったザトー＝ONEがな
いんが残念やけど、エルフェルト

●ＰＡカスタマイズのデイリークラフトが追加
●ＴＡランキングにソロランキングが追加

●チャレンジマイルの交換アイテムに★11
ユニットのイデアルシリーズを追加。1
レトロ：新チャレクエも来るね。
つ2万ＣＭ。セット効果は武器とアーム、
ミッションは５つで「始動」より
リアとレッグで発動し、攻撃重視型
も短いめだけど、名前の「決断」
●チャレンジマイルの交換アイテムにフォ
らしく進む先で割るコンテナを自
トンブースターを追加。1つ3500ＣＭ。
使用すると★12武器の新たな潜在能力
分たちで決めながら攻略する感じ
を解放できる
かな。また攻略記事を作らないと。
●アドバンスクエスト改善（7月22日配信）

が意外でビックリしたからよし。

ユウヒ：クォーツと大量のウォル

●リバイバルスクラッチ（7月29日配信）

ガなど、映像だけでカオスの予感。 ●期間限定「レベルアップクエスト」登場
レトロ：なんせ新情報が多いので、 （8月5日配信）
◀クラスブーストは称号で獲得。スタンプ
は実装前にブーストがかかるそうだ。

右のカコミも要チェックよ！

「アークスフェスティバル2015」は
8月16日に有明コロシアムで開催！

ピックアップ② 『PSO2』アニメ化＆「シンパシー2015」開催

レトロ：『PSO２』のＴＶアニメ
化がついに決定！

レトロ：曲目はこうご期待、だね。

放送は2016年

ただ参加者に光吉さんがいるから、

を予定しているとのことです。

前 回 の 「Burning Hearts 〜 炎

ユウヒ：オリジナルストーリーか

のANGEL〜」に続いて、今回は

つ『PSO２』をめぐるプレイヤ

「We're ARKS」を歌いそう（笑）。

ーの物語らしいんで、舞台のよう
なストーリーラインなんすかね？
レトロ：舞台はけっこうおもしろ
かったから、期待しちゃうな。
ユウヒ：もう１つ、新発表のなか
でＢＧＭ勢として見逃されへんの
は「シンパシー2015」！

今回こ

そ＂IDOLA＂メドレーをぜひ!!

ピックアップ③

▲「シンパシー2015」公式サイトも。

PSO2アークスカフェが期間限定で開店

ユウヒ：『ネプテューヌ』とのま

レトロ：
＂スイーツパラダイス＂と

さかのコラボ！

これは喜ぶ人が

のコラボ「PSO２アークスカフ

めっちゃ多そう。実際、周りにも

ェ」は、現在絶賛開催中です。８月

これを待ち望んでた人がチラホラ。

18日までの期間限定メニューなん

基本は女性用の衣装なんやろうけ

かもあるので、気になる人はお早

重大発表やコスプレ大会な

ど、せめていくつかは男女共用で

めに！

どに加えて、『PSO２es』と「P

ぜひお願いします。マジで……。

ユウヒ：唐突なオカマキャラ!!

来場者特典

アークス最大のお祭り「アーク
スフェスティバル2015」の開催迫
る！

じゃ、
行ってくるわねっ!!

SO15th」の特製クリアファイル、
ビッグアークスカードなどおみや
げも満載だ。入場は無料なので、
ぜひ足を運んでみよう。
アークスフェスティバル2015
開催日：８月16日（日）
場所：有明コロシアム

進化デバイス／ドリキャス

●PSO15周年記念ＴシャツＦ
●PSO15周年記念ＴシャツＭ

ユウヒが語るアークスキャラバン沖縄

ハミ出し新情報

くぎゅー！ やなくて、【双子】との戦いがついに始まるー!! 【双子】にも【巨躯】や【敗者】と同様に２形態あるらしく、片方は人型の玩具
系ダーカーのような姿になって双子らしいコンビネーション攻撃を繰り出すほか、合体して襲ってくることもあるみたい。もう片方はエルダー
すら顔負けの巨大な城塞のような姿になり、巨体を生かしつつトリッキーな攻撃を連発！ ちなみに実装は今秋予定らしいっす。 （ユウヒ）
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