ストーリーの新情報が到着
最新アップデートを見逃すな！
『PSO2』攻略班＂チーム・電撃警備保障＂
の連載企画が装いも新たに再始動！ ２月
24日配信の最新アップデート情報のほか、
電撃警備保障メンバーのＥＰ４初日レポー
トを掲載。本誌でしか読めない荒木風羽さ
んの『PSO2』４コママンガも要チェック！

※ＰＳ４版は２０１６年４月 日配信予定。エピソード４デラックスパッケージ版も同時発売（￥４，
９９０＋税）
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PC

PS4

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 ●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、EPISODE 4チ
ーフディレクター＆PS4版ディレクター：中村圭介、EPISODE 4ディレクター：濱﨑大輝

＂Reborn

大型 ト
デー
アップ 16
20

「Reborn:EPISODE4【PART.3】」

２月24日配信
大型アップデート2016

地球を舞台に描かれるストーリーに動

きあり！

主な配信内容 ●新ストーリーボード

新たな期間限定クエストも。

●ACスクラッチ「TOKYOヒロインセレクション」 ●期間限定クエスト「混沌産み出す闇の化身」 など

ストーリーボード
平和な日常とそこに在る違和感 —
異世界のいびつな一面が明らかに
異世界である地球への来訪や、地球に住む少女・
ヒツギと突如現れた謎の少年・アルとの出会いなど、
衝撃の展開が続発した初回のストーリー。今回の配
信では、より地球側を軸にした物語がストーリーボ
ードに追加される。ヒツギの同級生であるコオリの
登場や気になるお風呂シーンなど、今回も一瞬たり
とも見逃せない！

地球にはエーテル通信に頼り切る人々の姿が
▲▶携帯端末で大半が済ませられ、誰もが手放せないような状況に。ま
るでエーテル通信に支配されているようにも受け取れるが……？

シエラの感じる＂作為＂の
正体はいったい —？

地球をのぞき見る主人公とシエラ
▲ヒツギとのリンクを生かし、地球の状況を探る主人公たち。
ときには自分たちとは異なる文化に驚くような場面も。

チーム・電撃警備保障隊員紹介
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お題

TVアニメ「PSO2 ジ アニメーション」の感想をどうぞ！

レトロ

ステラ

ユウヒ

スーザンアントン子

野良

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：ファイターLv.75
サブ：ハンターLv.75

種族：ニューマン♂
メイン：バウンサーLv.75
サブ：ハンターLv.75

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：デューマン♀
メイン：サモナーLv.50
サブ：ハンターLv.75

会長（リナ）カワ
イイやんかー！ 完
璧な人なんていない
よね。いろいろ抱え
ているものよね。応
援したくなっちゃう
よー、会長！

キャラが行動に至
る経緯は描写されて
いますが、演出では
フィーチャーされま
せん。そこに気付く
と一気におもしろく
なると思います。

一部ＳＥがゲーム
と同じだったり、Ｂ
ＧＭがゲームのアレ
ンジ版だったりと、
物語以外でもプレイ
ヤーをニヤリとさせ
てくれるのがイイ！

よく考えるとゲー
ムのアニメ化でキャ
ラとプレイヤーの両
視点で描かれた作品
は稀少。舞台同様、
キャラと中の人のギ
ャップがおもしろい。

だんだんとＳＯＲ
Ｏさんのかわいさに
目覚めてきたニャ。
でもやっぱり毎回の
エンディングで踊る
のも楽しみなのニャ
〜♪（≧ω≦）♪

ⒸSEGA
マンガ：荒木風羽

※写真はPC版で、一部開発中のものです。また、記事は２月１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

新たなストーリーにクエストに
ＡＣスクラッチ！ ＂EPISOD
E４＂という名を冠した大型ア
ップデートの勢いは、２月にな
ってもまだまだ止まらない!!

：EPISODE４＂の

衝撃は止まらない！
ヒツギ

アル

コオリの

日常
エピソード
にも大注目 !!

ヒツギを中心とした地球の人々の

風景が描かれる。なかでも、初登場

物語もＥＰ4の見どころ。コミカル

にして今回のキーパーソンといえそ

な面をまじえて、彼女らの日常的な

うなコオリの意外な言動に注目だ！

コオリの
意外な一面が
明らかに!?
◀マジメでおっ
とりとした人物
のように見受け
られたが……。

アルを見て
大・興・奮！
▶アルをひと目見て、そ
のかわいらしさにテンシ
ョンＭＡＸ！ そのあま
りの勢いにアルは驚き、
恐怖を覚える。

買い物中も
やけにはりきるコオリ。
エネルギー全開!!
◀まわりの目も気に
せずに、コオリはテ
ンションMAXのま
まで突き進む！

疲れた身体をいやすために３人でお風呂に
▲どういった経緯があって、３人でお風呂に入ることになったのか、何もかもが不明
だがトラブルの予感しかしない……。

お風呂場で
いったい何が!?
全容は自分の目で
確かめよう！
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ACスクラッチ

回数ボーナス

ヒツギやコオリたちの
アイテムが登場！

新ＡＣスクラッチは「TOKYOヒロインセ
レクション」
。ＥＰ４のヒロインであるヒツギ
の髪型や各種ウェアをはじめ、メインキャラ
のコオリとアルの各種アイテムなどがライン
ナップされている。
「ニットダッフル」と「ハ
ーフパンツ」は女性用も用意されており、コ
ーディネートに活用するのはもちろん、女性
キャラでアルの外見を真似ることも可能。ま
た、「イラスト風瞳」はアートディレクター
・水野氏の画風を再現したデザインだ。

TOKYOヒロインセレクション→肩乗せお内裏様アークマ
TOKYOヒロインセレクションG→肩乗せお雛様アークマミ

オフショルダーニット［Ou］、
ショートデニム［Ba］、ボーダー１［In］

ニットダッフルM［Ou］、
ハーフパンツM［Ba］、ファンシー１［In］

ぶかぶかＴシャツＦ［Ou］

ファニーパーカー［Ou］、
フリルスカート［Ba］、キュート１［In］

ぶかぶかＴシャツＭ［Ou］

◀ベースウェアの一部が非表示となり、インナーウェアと
ボディペイントが表示される特殊アウターも登場。

AC スクラッチ

ショートジャケット［Ou］、
フレアスカート［Ba］、フラワー１［In］

FUNスクラッチアイテム
◀ＡＣスクラッチ回数ボーナスの２
種と組み合わせれば、自分自身がひ
な壇になったような気分に！

カジュアルニット帽

赤

スノークリスタルリボン

背負い金屏風

パンダスカーフ
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イラスト風瞳

EP4プレイレポート
ステラ編

小

オーバーニータイツ 桃

パターンレギンス

▶「イラスト風瞳」と同様に、水野
氏の画風を再現。黒のほかに紺、茶、
白の計４種類が用意されている。

イラストまつげ 黒

配信初日はサモナーを中心にプレイしました。ペットのワンダとトリムは通常攻撃を指示して敵に接近させて、攻撃がヒットしたらPAで追撃するのが
◎。通常攻撃とPAを交互に使うだけで、PP効率が大幅に上がります。攻撃は連打せず、ペットの動きを見て的確にPAを指示するのがポイントになり
そう。サリィはプレイヤーのそばから離れないので、敵の反撃に巻き込まれやすいのが難点。回避を使いこなせる上級者向けでしょうか。 （ステラ）

◀ボスエネミー討伐中にゲル・ブルフなどのＥトライアルが発
生することもあるなど、
＂混沌＂の名にふさわしい内容に！

クエスト
森林が舞台の「混沌産み出す
闇の化身」が期間限定で登場
「混沌導く闇の化身」と入れ替わる形で、期
間限定クエストに「混沌産み出す闇の化身」
が登場する。「混沌導く闇の化身」と同様に
クエストポイントによる期待度アップシステ
ムが搭載されており、ネメシスシリーズなど
のレア装備を狙いやすい。さらにファルス・
ダランブルやギグル・グンネガムなど、「混
沌導く闇の化身」には出現しなかった敵も！

◀『ＰＳＯ』で名をは
せた２人のレジェンド
もＥトライアルに登場。

リコとフロウウェンも引き続き参戦！

▲ディーオ・ヒューナルやガル・グリフォンの姿も。配信終了
の３月９日までに★13武器や「幻精石アーレス」をゲットせよ。

アークスビンゴ

クライアントオーダー

マグ進化デバイスやウェポンズバッ
ヂ2016金などが手に入る「PS感謝祭
2016ビンゴⅡ」に挑戦！

こちらも

「ファンタシースター感謝祭2016」を
「PS感謝祭2016ビンゴⅠ」と入れ替わ
記念したビンゴ第2弾を配信！
りで、配信期間は３月９日までだ。

シーに新たなオーダーを追加
２月10日からロビーにいるシー（PS感謝祭2016）に、
２種類のクライアントオーダーが追加される。現状用意さ

▲「混沌産み出す闇の化身」や「チョコ
レートの行方2016」に加え、新たなスト
ーリークエストがカギのマスも存在。

報酬の目玉は進化
デバイス／チェリシュ！

1.27＂EPISODE4＂配信記念
夜中にもかかわらず
すごい人の数で大にぎわい
初日といいつつログインできたのは０時過ぎ
だけど、それはさておき。深い時間なのにシッ

ヒの
ユウ

初日レポート

◀「混沌産み出す闇の化身」で達成しやすいの
がポイント。繰り返し受注もＯＫ！

れている５種類とともに、３月９日まで達成可能だ。

１年半ぶりの大型アップデート
当日の模様をお届けします！

スに通ってる人もいたりしてビックリしたなあ。
あとはエステ！

今まで見たことないほどの数

の人が殺到し、出てきた人もすごい格好の人が
多く（笑）。どこを見渡してもＥＰ４の新体験
を満喫してる人ばかりな初日でした。

プ１、３、４は満員。ほかもすべて混雑で、み
んながどれだけ待ちわびていたかをひしひしと
感じまして。メンテが延長したぶん、さらに人
が集まったのかも？

ブロックもチャレンジロ

ビー以外はすべて半分以上の埋まり具合。
（SHI
P5の）ＰＣ版専用の「東京ＸＨ推奨」５ブロッ
クは、どれもプレミアムスペースしか空いてい
ないほどの盛況っぷりでした。ログインしてい
た人の傾向は、既存クラスを使って「東京」で
レア装備を狙う人と、新クラスのサモナーを育
てる人のほぼ２局化。実装から数時間にもかか
わらずレベル50を超えてたり、すでにアドバン

EP4プレイレポート
野良編

▲倉庫整理中にも変な人を見か
けて、つい写真を撮ってしまっ
た……なんかくやしい（笑）。

ちなみに自分は「東京
探索」をひたすら満喫
◀複数人でダッシュパネルを駆け
抜ける絵が最高にステキ。ＢＧＭ
を聞いていたくて、眠いにもかか
わらず早朝まで遊んでました！

「EP3お疲れさま」、そして「いらっしゃいませEP4」と心で唱えたＥＰ4初日。ムービーが始まったときはプレイヤーみんな、同じものを見ているん
だなぁと鳥肌が。お気に入りのアクセサリーの大きさや位置をぐるぐると迷ってみたり、あまり使っていなかったパーツも大きさを変更すると印象が違
ってびっくり！ EP4をきっかけに胸の大きさや髪の色を変えてみたり、エステにいる時間は何時間あっても足りないニャ♪
（野良）
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