4月20日、PS4版サービスイン！

ＰＣ、PS Vita、スマートフォン、そしてＰＳ４、すべてのハードが
境界を超えたとき、新しい出会いと壮大な冒険のゲートが開かれる。
４月20日、ＰＳ４で地球とオラクルをめぐる旅に出よう！

PS4の美しいグラフィックで

新たな冒険のゲートを開け!!
PS4版のサービスイン記念となる配信は
新要素や新システムなど盛りだくさん！

PC
PS4 PS Vita サービス中（2012年7月4日配信）※
国内でも屈指の人気を誇るオンライ
ンＲＰＧ『ＰＳＯ２』のＰＳ４版が、 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
４月20日にいよいよサービスイン。そ 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
4ディレクター：濱﨑大輝
れに合わせて配信される大型アップデ ーフディレクター＆PS4版ディレクター：中村圭介、EPISODE
※PS4版は2016年4月20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）
ート情報を余すことなく紹介していく。

チーム・電撃警備保障隊員紹介
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次号Vol.613は12ページ特集＆アイテムコード付き
次号は「幻創戦艦・大和」など、
５月のアップデート情報などを12
ページに渡って掲載。過去作に登
場した武器「神の吐息」の武器迷
彩と、獲得経験値アップのキャン
ディー「大人のクレープ」が手に
入るアイテムコード付きだ！

お題

＊神の吐息（奏具型）

「新体験への出航【PART.1】」の感想を！

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：ブレイバーLv.75
サブ：ハンターLv.75

種族：ヒューマン♀
メイン：ブレイバーLv.64
サブ：ハンターLv.44

種族：デューマン♀
メイン：ブレイバーLv.75
サブ：ハンターLv.75

コレクトファイル
のゲージがどのくら
いでたまるのかが気
になります。輝石を
集めるよりラクにな
りそうな予感がする
けど、はたして!?

３ボタン方式は慣
れるまでたいへんそ
うですね。とくに打
撃系は武器アクショ
ンに苦労しそう。と
いうか、『PS NOV
A』で苦労しました。

新機能がいっぱい
で忙しくなりそう！
ゲーマー的には、つ
いにＰＳ４で遊べる
ようになるんもうれ
しいな。シェア配信
もやってみたい！

ボーナスクエスト
好きとしては「特別
任務：禍津【銀】＆
」が気になりま
【金】
す！ はたしてソロ
で の A.I.S 戦 が ど う
なるか期待大！

ストーリーボード
と新ＡＣスクラッチ
が気になるニャ。男
性コスチュームのス
ーツジャケットはス
タンダードな服装で
絶対手に入れたい！

ⒸSEGA Ⓒ2016 Sony Computer Entertainment inc.
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４月５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

4月20〜27日配信

「新体験への出航【PART.1】」

大型アップデート

既存のグラフィックを超える描画設定６、アクシ

ョンの幅が広がった３ボタンＵⅠなど新体験が満載。

主な配信内容 ●新武器タイプ：新世武器 ●描画設定6 ●ＡＣスクラッチ「トロクロ・ステーション」 ●期間限定クエスト追加 など
４月の大型アップデート「新体験へ

３ボタン方式のＵⅠなど新規ユーザー

の出航」では、ＰＳ４版のサービスイ

だけでなくベテランも注目の新要素ば

ンに合わせて多数の新要素が配信され

かりだ。また、ＰＣ版にはＰＳ４版と

る。そのボリュームは非常に盛りだく

同じクォリティで遊べる描画設定６も

さん。新世武器やコレクトファイル、

登場！
◀ただの拠点ではなく、風船を集めてタイムを
競うミニゲーム「バルーンコレクト」が遊べる。

東京拠点（チームルーム）

4月20日配信

4月22日配信
●ACスクラッチ

●練習クエスト
●新武器タイプ：新世武器
●コレクトファイルシステム
●新通貨：スタージェム
●ギャザリング拡張
●ロビーアクション拡張
●チームルーム拡張
●UⅠ拡張：3ボタンタイプ

「トロクロ・ステーション」
●FUNスクラッチ更新

4月27日配信
●新ペット：ヴィオラ
※1

●グラフィック描画設定6 ※2
●チャットコマンド追加
●新ボーナスクエスト追加
●レイヤリングウェア拡張

●期間限定ビンゴ：
レイニービンゴ2016【表】
●コレクトファイル追加
●期間限定クエスト：
雨風とともに2016

ほか

●ストーリーボード追加
●期間限定NPC、クライアント
オーダー、パートナーカード
●一部PA、スキル調整ほか

※1：PC版、PS4版のみ
※2：PC版のみ（PS4版は最初から設定6相当）

期間限定キャラクター
TVアニメのキャラクターたちが登場
好評のうちに放送した「ＰＳ

が変化。報酬ではイツキ、イツ

Ｏ２ ジ アニメーション」のメ

キ（具現武装）、SORO、RINA

インキャラクターたちが、期間

のパートナーカードも手に入る。

限定ＮＰＣとして登場。最初は

また、入手条件は不明だがアイ

イツキ１人だけだが、クライア

カのパートナーカードも存在。

ントオーダーをクリアしていく

ちなみに、アニメ終了後という

とSOROが現れる。さらにオー

設定なので２人はゲームにログ

ダーを進めていくとそれぞれ姿

インする形で来ている。

イツキ

イツキ（具現武装）

SORO

RINA

共闘Eトライアル

クライアントオーダー
▲▶アイカはロビーにいないが、共闘Ｅトライアルで登場する。クラスは
サモナーで、アニメと同様にラッピーを操って戦う。

アイカとラッピーはEトライアルで登場!!

一部NPCに新たなクライアントオーダーを追加＆トロ・クロの新武器迷彩が登場
既存のＮＰＣにも新たなクライアントオーダーが追加さ
れる。ＰＳ４版とPS Vita版でアークスロビーのショップ
エリアにいるトロとクロや、フランカ's カフェにいるヤー
キス、期間限定ＮＰＣのジェネに追加されるので、配信後
に確認してみよう。なお、ジェネがロビーにいるのは６月
８日までなので覚えておこう。また、ＰＳ４版のサービス
インにあわせて、トロクロニャウの再登場が決定！

トロ

クロニャウからは新たな武器迷彩がドロップするので、こ
ちらもお見逃しなく！

クライアントオーダーが追加されるNPC
トロ、クロ、ヤーキス、ジェネ（期間限定）

＊トロのニャクト（奏具型）

＊クロのガンスみゃッシュ（銃剣型）

▲武器迷彩は、装備することで武器の見た目を変えられるアイテムだ。ドロップする武器迷彩はそれ
ぞれトロとクロの姿が付いていて、攻撃すると△・○・×・□のボタンマークが飛び出す。
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新世武器は、今までのものと強化
方法が異なる。武器同士を合成して
いき、強化EXPをためてレベルア
ップしていく方式なので、初心者で
もわかりやすい。また、潜在能力解
放で強化値がリセットされないので、
性能が低くなることはなくなった。
一部の武器はドロップが新世武器に
変更されるが、入手済みのものはそ
のままだ。なお、新世武器と旧式武
器が両方ある場合は、新世武器の名
称の最後に「-NT」と付く。

◀不要な武器の使い道が１つ増えたともいえる。

新世武器 アイテムの強化の失敗がなくなり
わかりやすくなった新世代武器システム
特徴
●強化したい武器にほかの武器を合成して
強化EXPを獲得する仕組み
●基本の上限は＋30で、同名武器を素材に
すると最大＋35まで強化可能
●＋10、＋20、＋30で潜 在 能 力を1ずつ
解放（レベルアップ）できる
●アイテム強 化と属性 強 化が同時にできる
（シンセサイザーは不要）
●従来の方法では強化できない

①アイテム強化

②潜在能力解放

③オーバーリミット

ほかの武器を合成して強化EXPを獲得し、ゲージが100％に
なると強化値が＋１される。強化時に大成功が発生すると、獲
得できる強化EXPが通常の1.5倍に増加する仕組みだ。ちなみ
に、新世武器の強化には失敗がないので安心してほしい。

強化値が＋10、＋20、＋30のときに潜在能力解放が可能。解
放しないとそれ以上強化することはできないが、旧式武器のよ
うに強化値や攻撃力が下がることはない。なお、潜在能力解放
にはこれまでどおり「フォトンスフィア」などが必要。

強化値は＋30が上限だが、オーバーリミットはその上限を上
げる仕組みだ。強化するアイテムと同名の武器を素材にするこ
とで、その上限が１つ上がる。最大＋35まで上限を引き上げる
ことが可能。なお、＋30以下のときでも効果は反映される。

輝石交換に代わる新たな武器入手方法が登場
コレクトファイルは、条件を満たすと確実
にレアアイテムがドロップする新システムだ。
記載されたターゲットアイテムには達成度ゲ

特徴
●指定されたエネミーを倒してク

ージが存在。ゲージは対象のエネミーを倒し

エストをクリアすると達成度ゲ

てクエストをクリアしたときに上昇していく。

ージが上昇

ゲージが100％にした状態で対象の敵を倒す
と、ターゲットアイテムがドロップ。すべて
集めればコンプリート報酬が手に入る仕組み
だ。このシステムを利用するには、管理官の
プリンから報酬とターゲットを記載した「コ
レクトシート」を受け取る必要がある。シー
トは最大３枚まで入手可能。

コレクトファイル第１弾
「レボルシオコレクション」
（〜8/10）
コレクトファイル第１弾では、★13武器
レボルシオシリーズが手に入る。難度SH、
リスク10以上のアドバンスクエスト限定で、
エネミーからのドロップでも入手可能。

バレットレボルシオ（双機銃）

●達成度100％の状態で対象エ
ネミーを倒すとターゲットアイ
テムがドロップする
●すべてのターゲットアイテムを
入手すると報酬のアイテムが手
に入る
スピアレボルシオ（長槍）

アーチレボルシオ（強弓）

ブレードレボルシオ（飛翔剣）

シャフトレボルシオ（短杖）

キャノンレボルシオ（大砲）

タクトレボルシオ（奏具）※

すべてのアイテムを手に入れろ!!
▲左下に記載されたターゲット（必要アイテム）をすべて手に入れた瞬間に、プリンから通信が
入り、報酬アイテムがアイテムパック（いっぱいなら倉庫）に送られる。
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「新体験への出航」こぼれ情報

スタージェム編

スタージェムは、エッグ合成回数と採取・釣りのスタミナ回復に使用できる新通貨です。ＡＣで購入する以外に、新ボーナスクエストのクリア報酬
やコスチュームの愛着度など無料でも入手可能。愛着度は今後のコスチュームやアウターウェア、ボディパーツに追加されるパラメーターです。着
用時間で愛着度が上昇していき、最大になるとスタージェムが手に入るので、これを機に新しい服を着てみるのもいいでしょう。
（ステラ）

※タクトレボルシオは★１で旧式武器となります

コレクトファイル

ので、５月に配信される「幻創戦艦・
大和」とのバトルで活躍しそうだ。５

掘場跡」の２種類で、これまでと同じ

月までにはまだ時間があるので、配信

く採取と釣りができる。ゲットできる

される前にゲットしよう。また、一部

素材はすべて新アイテムで、これらは

のアイテムはヤーキスの新クライアン

新たに追加されるスキルリングの作成

トオーダー、そしてデイリーオーダー

に使用。A.I.Sを強化する効果がある

の収集対象になっている。

スキルリング
新スキルリングは４つで、すべてA.I.Sにかか
わる。いずれも、主に新しいボーナスクエストで
活躍する効果が用意されている。

◀リングの強化方
法などは今までの
ものと同じだ。

ギャザリングに新たなフィールドが
追加。新フィールドは「砂漠」と「採

▶水がほとんどない砂漠で
は、砂に釣り糸を垂らして
釣る。いったいどんなもの
が釣れるのだろうか？

と「採掘場跡」が
ギャザリング「砂漠」
新たにギャザリングに対応

■新スキルリング一覧
スキルリング名
Ｌ／アーリーライズ

効果
A.I.Sで戦闘不能になってから復活するまでの時間
を軽減する

上昇する能力
打撃力、射撃力、
法撃力、技量

Ｌ／クイックブラスター

A.I.Sスキル「フォトンブラスター」の発動が早く
なる代わりに旋回性能が下がる

打撃防御、射撃
防御、法撃防御

Ｌ／ライトアーマー

A.I.Sの「ステップ」の消費ＰＰが軽減するが代わ
りに被ダメージが上昇する

打撃防御、射撃
防御、法撃防御

Ｌ／ワイドエリアヒール

A.I.Sスキル「エリアヒール」の効果範囲が拡大さ
れる

打撃力、射撃力、
法撃力、技量

新たなリングはA.I.Sを強化

▲「Ｌ／クイックブラスター」は採掘基地防衛戦やマガツ戦でも活躍しそうだ。

新ユーザーインターフェース
アクション操作が3ボタン形式に対応
バトルに新たな操作方式が追加。今までは

形式はＰＳ４版のデフォルト操作になるが、

２ボタンで通常攻撃とＰＡ・テクニックを使

オプションで既存の操作方法に変更すること

い分けていたが、新操作では３ボタンで戦え

もできる。なお、PS Vita版はＰＳ４のコン

るようになる。裏パレットにも対応し、最大

トローラーよりもボタンの数が少ないため、

６種類のアクションが登録可能に。３ボタン

３ボタン形式には対応していない。

ストーリーボード
成長したクラリスクレイスとサラが
新コスチュームで登場！
今回、ストーリーボードに追加されるイベントは、主
人公がヒツギとアルにアークスシップ内を案内する内容
になっている。イベントではＥＰ４では初登場の、クラ
リスクレイスとサラが新コスチュームで姿を見せるので
ファンは見逃せない。また、ヒツギやアルがアークスの
面々と交流していくところにも注目だ。アークスたちの
反応に、ヒツギは何を思うのだろうか。

▲▶新しいインターフェースは、
３つのボタンでアクションを使
用できる。さらに、ツインマシ
ンガンを除いた射撃武器と、法
撃武器で採用されている裏パレ
ット方式に変更となるため、６
種類のアクションを使い分けら

れるのが特徴だ。セットできる
アクションは通常攻撃とＰＡ・
テクニック、そして武器アクシ
ョン。右の写真では□・△・○
にアクション、Ｒ１はパレット
の切り替えが設定されているが、
対応するボタンは変更できる。

クラリスクレイス

サラ

▲頭のアクセサリーに違いがあるが、コスチュームはおそろい。
クラリスクレイスは左腕に六芒均衡のステッカーが付く。

新ユーザーインターフェースのメリットとデメリット
３ボタン方式は、１つの武器パレッ
トで６つのアクションを使い分けられ
るのが利点。立ち回りの幅はこれまで

利点

●最大６つまで攻撃をセットできる
●裏パレット方式になる

以上に広がるだろう。しかし、PS Vi
taに対応していないので複数のハード
で遊ぶ人には不向き。操作感を統一し
たい場合は、２ボタン方式を選ぼう。

「新体験への出航」こぼれ情報

バランス調整編

欠点

●今までと操作感が異なる
●PS Vitaに非対応

▲ヒツギとアルに出会ったクラリスクレイス。精神的には成長
したが、尊大な口調はあまり変わってないようだ。

４月20日の配信では、一部のＰＡやクラススキルにバランス調整が入ります。３ボタン方式の追加に合わせて、よりコンボが使いやすくなるように
威力やＰＰ消費が調整されるとのこと。クラススキルはバウンサーの「ラピッドブースト」の効果時間が延長されます。さらに、パルチザンはＰＡ
使用後の「舞い」モーション中でもＰＰの自然回復が発生するように。ほかにどんな調整が入るのか楽しみですね。
（ステラ）
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「ヴィオラ」は
ペット 第６のペット
２つのタイプを切り替えて戦う

ヴィオラチェンジ後

新たなペットのヴィオラは、「ヴィオ

きの遅いボスが相手ならパワータイプと

ラチェンジ」というＰＡで２つのタイプ

いったように、状況に合わせて使い分け

を切り替えて戦えるのが特徴。習得する

ることが重要。ポテンシャルを引き出せ

ＰＡのほとんどがワンダと同じで、ペッ

るかはプレイヤーの腕しだいだ。

トの扱いに慣れた上級者向けのワ

通常

ンダと言ってもいいだろう。通常
時はスピードに優れたタイプで、
「ヴィオラチェンジ」を使用する
とパワータイプに変化。パワータ
イプは通常攻撃のＰＰ回復性能が
低下し、ＰＡの発動が遅くなるが、

機動力型と一撃必殺型を切り替えて戦える！

威力は全ペットのなかでもトップ
クラスの性能になる。多数のザコ

◀▲通常時は目を閉じているが、「ヴィオラチェンジ」を使用すると開眼する。２つのタイプで得意
な戦い方が違うので、常に「ヴィオラチェンジ」を使う必要はない。

と戦うときはスピードタイプ、動

ヴィオラスタンプ

通常

▲▶スタンプの衝撃波で周囲のエネミーにダメージ
を与える。「ヴィオラチェンジ」後は前脚が巨大化
して威力が大幅にアップ！

通常

ヴィオラ
▲真上へ突き上げるように突進するＰＡで、挙動は
パルサー 「ワンダパルサー」とほぼ同じだ。

チェンジ

ヴィオラ
アサルト

通常

◀対象のエネミーに向かって突進
するＰＡ。単体向けだが、攻撃の
命中精度が高い。

ヴィオラ
スライサー
通常

▶前方のやや広い範囲に連続攻撃
を繰り出す。スピードタイプでは
ザコ戦の主力ＰＡになりそうだ。

クエスト 期間限定クエストや新たな
ボーナスクエストなど多数！
ＰＳ４版に合わせて、４月20
配信期間

日に新規ユーザーにうってつけ
の「練習クエスト」が登場。基
本的な操作を実戦形式で試せる
クエストだ。初回はＰＡとテク

特別任務：禍津【金】

特別任務：禍津【銀】
特別任務：禍津【金】
◀新たなボーナスクエストは、A.I.S
に乗って戦う内容に。エネミーは多数
の黒の民に加えて、ボスにマガツ・サ
イが登場する。また、クエストクリア
の報酬で少量の「スタージェム」がゲ
ットできるので積極的にプレイしよう。

●練習クエスト８種→４月20日
●ボーナスクエスト２種→４月20日
●アークスＧＰ2016本戦→４月20日※
●アークスＧＰ2016決勝→４月20日※
●雨風とともに2016→４月27日※
※６月８日までの期間限定配信

ニックの基礎、そしてキャラク
リ時に選択できる６つのクラス
る。一方、ベテラン向けにはア
ークスグランプリ決勝大会で使
用されたクエストを配信。チャ
レンジブロックで受注できるな
ど、ルールは予選クエストと同
様で、クリアすればチャレンジ
マイルがゲット可能。それから
１週間後の４月27日の配信では、
期間限定緊急クエスト「雨風と
ともに2016」が登場。このクエ
ストで達成しやすいビンゴやコ
レクトファイルもあり！
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新Ｅトライアル

かわいいアイツ
がついに!!

「新体験への出航」こぼれ情報

その他の調整編

▲「エンペ・ラッピー殲滅」が
追加される。かわいすぎて倒す
のが難しいＥトライアルに!?

▶クエストの最後には二つ名付きのファング・
バンサー＆バンシーが合計３体出現する。

に対応したクエストが配信され

雨風とともに2016

コフィーのフィールド解放オーダーのタイミングが整理されて、わかりやすくなるように調整されます。また、アークスクエスト「希少鉱石発掘任
務」が３エリアから２エリア構成に。さらに、チャットコマンドに「/ce」と「/uioff」を追加。前者は自分のキャラがカメラ目線になり、後者は一
時的にメニューやウィンドウを消すものです。スクリーンショットや動画の撮影に役立ちそうですね。
（ステラ）

AC スクラッチ

オーソドックスなレイヤリングウェ
アにトロクロのコラボTシャツも！

ＡＣスクラッチ「トロクロ・ステーション」で、
『どこでもいっしょ』シリーズとのコラボが再び実
現。トロとクロが描かれたＴシャツが登場するほ
か、スクラッチ回数ボーナスでトロとクロの新し
いきぐるみが確実に手に入る。このきぐるみはロ
ビーにいるトロやクロと同じミニサイズだ。また、
コーディネイトしやすいオーソドックスなレイヤ
リングウェア、翼をモチーフにしたアイテムも登場。

■ACスクラッチ回数ボーナス
ノーマル

●EP4パッケージポスター
●トロスーツ・ミニ

Ｇ

●ボーナスキー東京【銀】
●クロスーツ・ミニ

カシミヤカーディガン[Ou]、
フリルワンピース[Ba]、フリル１[In]

スーツジャケット[Ou]、
スーツスラックス[Ba]、ロングトランクス１[In]
リーヴァスワロー[Ou]、リーヴァスワロー[Ba]

アルベリカ・シリーズ

フレイジア・シリーズ

トロクロＴシャツＭ[Ba]＆トロクロＴシャツＦ[Ba]

出現する二つ名付きのフ
ァングバンサ＆バンシー、
そしてタガミカヅチのド
ロップに新たなレアアイ
チをモチーフにした装備
で、武器の抜刀時には球
体の雷のエフェクトが現
れる。セット効果があり
そうなので、ユニットと

ともにぜひゲットしたい。リア／雷剛タガイシ、アーム／雷剛
タガシキ、レッグ／雷剛タガツチ

「新体験への出航」こぼれ情報

新ロビーアクション編

雷閃タガミコウガ（抜剣）

テムが追加。タガミカヅ

緩めたネクタイ 黒
雷銃タガミコウガ（双機銃） 雷爪タガミコウガ（魔装脚）

「雨風とともに2016」に

ツインテールエクステ
雷咬タガミコウガ（鋼拳）

4月27日配信の新装備紹介

リアドファルコ[Ou]、リアドファルコ[Ba]

ロビーアクションを実行しているキャラクターに対してロビーアクション「リアクション」を選択する
と、相手の動きに合わせた動きができる新しいロビーアクションが登場。対応するロビーアクションの
第１弾は「エア居合」
。斬った側と斬られた側で、時代劇のような動きができます。
（ステラ）
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