
最新情報に加えて、意外と知らない攻略術をお届け

オーダー達成で★13武器も！

『GRAVITY DAZE 2』コラボレーション
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からエミリアとヴィヴィアンが登場。新
録ボイスのイベントやパートナーカード
も登場するのでファンは注目だ。

　秋の大型アップデートはまだまだ続く。
２週連続のＡＣスクラッチに加えて、11
月２日の配信では『ＰＳＰｏ』シリーズ

チーム・電撃警備保障隊員紹介
レトロ
種族：ヒューマン♂
メイン：ガンナーLv.75
サブ：ハンターLv.75

　パープルのカラー
リング、わりと簡単
に★13が拾えるなど、
ヴィオラさんが個人
的には好き。性格の
１つが「いやし系」
ってのもイイ！

ステラ
種族：キャスト♀
メイン：ファイターLv.75
サブ：ハンターLv.75

　ＰＡに「繋ぎ」シ
ステムがあるシンク
ロウの操作感覚が好
きです。操作して楽
しいというのは、ど
んなゲームでも重要
な要素ですね。

ユウヒ
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

　サリィちゃんかわ
いい！　トリムくん
かっこいい！　ワン
ダＢｏｙ頼れる！　
て感じで初期の３体
への思い入れが強い
かな。御三家ですよ。

スーザンアントン子
種族：ヒューマン♀
メイン：ブレイバーLv.75
サブ：ハンターLv.54

　サモナーはあまり
手をつけてないので、
見た目だけならマロ
ンかな？　この記事
作成時は実装直前で
すがジンガ、エアロ
あたりも気になる！

野良
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

　マロン＆メロンが
ダントツで好きー！
見た目はもちろん、
揺れる耳や尻尾がと
てもかわいい。どっ
ちが一番って……？
選べないニャー☆

上位種を含め、好きなペットは？

亜空間を超えて、グラール太陽系からエミ
リアとヴィヴィアンが来訪。さらにヘキサ
ヴィルからは、重力使いのキトゥンとクロ
ウのコスチュームがやってくる！

お題

▶ヴィヴィアンとエミリアのクライアントオ
ーダーをこなせば、ヴィヴィアン（両剣）や
クラーリタ・ヴィサス-NT（長杖）が!!

２つの異世界から新たなファッションが到着

11月2日

配信

11月9日配信

『PSU』10周年記念プロジェクト第2弾



ブライトプリンス［Ou］［Ba］［In］＋ブライトファー＋
ブライトハット
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ファンタシースターオンライン2

　11月２日は『ＰＳＵ』10周年記念第２弾、11月９日には
『GRAVITY DAZE ２』とのコラボスクラッチが配信され
る。とくに後者は、『GRAVITY DAZE ２』の発売前にキ
トゥンやクロウのコスチュームをゲットできるのがうれし
い。また、『GRAVITY DAZE ２』側ではコスチュームの

「クレイジーキトゥン」が配信される予定だ。

ACスクラッチ回数ボーナス

●グラールコレクション2

266「ヴィヴィアンダッシュ」

●グラビティプリンセス

267「料理する」

魅力的なアイテムが2週連続で配信
ACスクラッチ

ヘルガ・レプカ［Ou］［Ba］＋ヘルガヘアー＋
ヘルガハット＋ヘルガメイク

ヴィヴィアン・レプカ＋ヴィヴィアンへアー＋ヴィヴィアンヘッドギア＋
ヴィヴィアンパニッシャー＋ヴィヴィアンフェイス

クロウ・レプカ＋クロウヘアー＋クロウベルト

イルミナス・コート［Ou］［Ba］＋ハウザーヘアー＋
ハウザーフェイス＋ハウザースキン

11月2日

11月2日

11月2日
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キトゥン・レプカ＋キトゥンヘアー＋キトゥンマフラー

胸開きタートルネック［Ba］＋
レースシリコン［In］

11月9日

11月9日

11月9日

11月9日

11月9日

ACスクラッチ編

ステラが語るこぼれ話 「グラールコレクション２」では、ほかにも『ＰＳＰｏ』シリーズのポスターやエミリアとヴィヴィアンの立ち
姿のルームグッズが登場。「グラビティプリンセス」には重力操作のロビーアクションがあり、１つで４種類の
ポーズができます。ほかにも、「頭乗りリス」などのかわいいアクセサリーが多数！
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メセタ稼ぎ編①

ステラが語るこぼれ話 タイムアタッククエストのオーダーでは、記事内で紹介した武器のほかにジェットブーツも便利。「走破演習：
アムドゥスキア」エリア１にある２つのスイッチは、カタパルトが出現する場所の近くにある高台から２段ジ
ャンプで飛び移ると素早く起動できます。飛距離が足りなかったときは空中ステップで進むと◎。

　腕だけでなく、知識を備えてこそ
真のアークスだ。ワンランク上を目
指す人向けの知識の数々をお届け！エキスパートへの道 覚えておきたい

お役立ち知識

ワンランク上のアークスを目指す！

第1回

コレクトファイル編

　コレクトファイルはドロップの救済措置という位
置付けだが、賢く使えばより多くの★13武器などを
ゲットできる。とくに新世武器はオーバーリミット
があるので、たくさん手に入れて損はない。ゲーム
内ではプリンから概要は説明されるものの、詳細な
情報までは書かれていないのでなんとなく進めてい
る人もいるはずだ。ここでは、コレクトファイルの
詳細を解説していく。システムを把握して、より多
くのレアアイテムをゲットしよう。

賢く使って★13武器をゲット！

系統 判別方法
経験値系 アイテム名が「獲得経験値＋○％」
メセタ系 アイテム名が「獲得メセタ＋○％」

レアドロップ系 アイテム名が「レアドロップ倍率＋○％」
トライブースト系 アイテム名が「トライブースト＋○％」

ＥＸ系 「ＥＸトライブースト＋○％」など、アイテム名の頭にＥＸと付くもの
フード系 ナウラのケーキ屋で購入できるものなど。アイテム名が飲食物

料理系 おもに料理ショップで入手できるもの。アイテムの説明テキストに「同
種の料理は効果が上書きされます」と注意書きされている

入手しやすいブーストアイテムと代表的な入手方法

●レアドロップ率＋250％ …エクスキューブ交換ショップ（エクスキューブ６個）

●獲得経験値＋75％ … フォトンドロップ交換ショップ（フォトンスフィア１個）

●トライブースト＋100％ …………………… トレジャーショップ（15SG～※）
※カジノ景品でSGを入手した場合、トライブースト＋50％より安上がり

ブーストアイテム編

　ブーストアイテムにはそれぞれ系統があり、同じ
系統のものでなければ同時に使える。例えば「獲得
経験値＋50％」と「獲得経験値＋75％」は同時に使
えないが、「獲得メセタ＋50％」や「レアドロップ倍
率＋50％」は使用可能。それぞれどのアイテムがど
の系統かは右下の表を参考にしてほしい。また、同
じブーストアイテムは重複して使うことで効果時間
を最大120分まで延長できる。緊急クエストなどで
ブーストアイテムを使い忘れないように、クエスト
開始前に使っておくといい。ただし、例外として料
理だけは効果が上書きされるので注意。なお、ブー
ストアイテムはサブパレットからの使用も可能だ。

複数の効果を同時に得ることも

①報酬アイテム。必要アイテムをすべ
て入手するともらえる
②必要アイテム。必要アイテムにはそ
れぞれ個別にゲージがあり、対象エネ
ミーを倒すことでゲージが上昇してい
く。100％の状態で対象を倒すと必要
アイテムが必ずドロップする
③ドロップ情報。必要アイテムを手に
入れるための推奨クエストと対象エネ
ミーが記載されている
④アイテム詳細。必要アイテムや報酬
アイテムの詳細が確認できる

POINT1 ゲージの上昇ルールを知る
　必要アイテムのゲージが上昇するのは、指定され
たエネミーを倒してクエストをクリアしたときのみ。
それに加えて、以下のようなルールが存在する。一
番重要なポイントは、レアドロップブーストが影響
すること。１体倒すごとに１％上昇すると仮定した
場合、「レアドロップ倍率＋250％」を使えば3.5％ず
つ上昇していく。レアドロップブーストが高ければ
狙っている★13武器がドロップする可能性も上がる
ので、節約するのは逆にもったいない。

●ゲージの上昇量はレアドロップブーストの合計値が
乗算される

●クエスト指定がない場合、対象エネミーだけでな
く必要アイテムをドロップする敵を倒しても同じよ
うにゲージが上昇する

●必要アイテムが直接ドロップした場合、入手した時
点で「COMPLETE!」になる

POINT2 ゲージが上昇しない例外もある
「青の〜」武器のように、特定のクエストの全エネ
ミーがドロップするアイテムはゲージ上昇の条件を
満たさない。例えば「アルティメットパフェ」の必
要アイテムは以下のとおりで、「へんかんロール」が
直接ドロップしたときのみ「COMPLETE!」に。

●みがわりロール
「壊世調査：リリーパ」の全エネミーからドロップ
するが、エネミー固有ドロップではないのでゲージ
は上昇しない。また、クエスト指定があるので、
直接ドロップも不可

●へんかんロール
「壊世調査：ナベリウス」の全エネミーからドロッ
プするが、エネミー固有ドロップではないのでゲー
ジは上昇しない。

●テクニクッキー＋3
「テクニクッキー」をドロップする敵はいるが、+3
の状態ではないのでゲージは上昇しない

POINT3 推奨クエストより効率的な場合も
　必要アイテムによっては、対象エネミーを倒すよ
りも効率的な方法がある。「ラスベガスコレクショ
ン」で対象エネミーとなるクロウファムトは「ライ
ディングクエスト」のＡ区と東京フィールドでしか
出ないため、「特別任務：禍津」で直接ドロップを狙
ったほうが早いことも珍しくない。

コレクトシートの見方

❶

❹

❸
❷

特別任務：禍津
【金】／【銀】

▲クロウファムトのドロップ（アビリティアメは除く）をマガ
ツで狙う場合は、レアドロップ倍率は低いほうが出やすい。

アイテム名 入手方法
ショートケーキ

ナウラのケーキ屋で購入可能チーズケーキ
フルーツタルト

トロピカルフラッペ

ナウラのケーキ屋で購入可能。
期間限定で販売される

パンプキンパイ
クリスマスケーキ

バレンタインチョコ
ホワイトデーショコラ

ミートレーション 一部NPCの好感度が最大になった
ときプレゼントで入手。もらえるア
イテムの種類はNPCによって異な
る

フィッシュレーション
ベジタブルレーション
ミラクルレーション

リリーパ族オムライス スイーツパラダイスとのコラボ
「PSO2アークスカフェ」の特典
で入手可能。
新宿東口店は10月29日、大阪梅田
店は11月1日より再オープンする

SPFチョコレートケーキ
SPFプリンロール

SPFベリーのケーキ
SPFショートケーキ
SPFミルクレープ

速攻元気 「セブン-イレブンコラボキャン
ペーン」で入手できた。
現在はマイショップでのみ購入で
きる可能性がある

ウィダーinゼリー
蒟蒻畑

C1000 1日分のビタミンゼリー
ミニッツメイド朝バナナ
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◀▲各種ブーストの効果時間はパ
ラメータ画面で確認できる。その
ほか、デイリーブーストやドリン
ク効果も表示。ちなみに、デイリ
ーブーストやトライブーストの効
果は、獲得経験値・獲得メセタ・
レアドロップ倍率の３種にそれぞ
れブーストがかかる。トライブースト各種
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チャットコマンドとショートカット活用方法CHECK

▲便利な料理の素材は、それだけ需要
が大きい。「から揚げ」や「デリシャス
バーガー」の素材も人気商品だ。

メセタ稼ぎ編②

ステラが語るこぼれ話 「トリックオアトリート2016！」に登場するイザネカヅチは「イザネ宝晶」をドロップします。売却専用アイテ
ムで、ほかに用途はないのでＮＰＣショップで売ってＯＫ。ちなみに、このアイテムはレアドロップブースト
の影響を受けるので、遭遇したら倒す前にブーストしておくといいでしょう。

スキルリング編

　まだスキルリングを作ったことがない、どれを選
べばいいかわからないという人にオススメを紹介。
リストにあげたスキルリングは、どれも作っておい
て損はないものばかりだ。とはいえ、サブクラスや
立ち回りで有用なスキルリングは変わってくる。最
終的には実際に使ってみて合うものを選ぶのが一番。
素材やメセタに余裕ができたら、いろいろなスキル
リングを試してみよう。ちなみに、未強化〜＋５程
度までならマイショップで安く購入することも可能。

初心者にオススメのリングはコレ

クラス オススメスキルリング 装備不可の
サブクラス 理由

ハンター L/ハンターギアセイブ - ハンター武器3種で効果を得られる。とくにギアが時間で減少するソードと相性がいい
R/PPコンバート テクター ハンターの武器はほかの武器と比較して通常攻撃の速度が遅いため、PP回復に時間がかかる欠点を補える

レンジャー L/Lノンウィークボーナス - 取り回しが悪く、弱点に当てづらいランチャーの欠点を補える
R/Cストライク射撃 ファイター 「R/Pキーパー射撃」と異なり、サブクラスにガンナーを設定した場合でも装備できる

フォース L/ショートミラージュ - 回避時間が短くなるため、クラススキル「チャージエスケープ」と相性がいい
R/Pキーパー法撃 ガンナー 遠距離で戦うフォースはダメージを受けにくく、レスタで回復できるので発動条件を満たしやすい

ファイター L/DSカマイタチ - ダブルセイバーの性能を大幅に強化し、ボスに対して武器の選択肢が広がる
R/キリングボーナス レンジャー ファイター武器ではほとんどのPAの攻撃範囲内で効果を発揮する

ガンナー L/フロントSロール - PA「デッドアプローチ」や「グリムバラージュ」を使わずに敵との距離を詰められるようになる
R/Cストライク射撃 ファイター クラススキル「ゼロレンジクリティカル」や「Tマシンガンマスタリー」とのシナジーがある

テクター L/テックCパリング - 接近戦で「ゾンディール」を使う場合などにチャージ中の隙を減らせる
R/アタックアドバンス ブレイバー ウォンドの通常攻撃を中心に戦うテクターでは、効果を受ける場面がほかのリングよりも多い

ブレイバー
（抜剣）

L/メイトラバーズ - クラススキル「クイックメイト」と合わせれば「オートメイトハーフライン」に依存しない立ち回りが可能
R/Cストライク打撃 ファイター カタナギア発動中はクリティカル率が大幅にアップするため、リングの効果を発揮しやすい

ブレイバー
（強弓）

L/バレットボウホーミング - 山なりの弾道の影響でやや当てづらかった通常攻撃の命中精度が大幅に上昇する
R/PPコンバート テクター クラススキル「ラピッドシュート」のリキャスト時間中でもPPを回復しやすくなる

バウンサー
（飛翔剣）

L/DBスナッチ - 武器アクションで回避しながらダメージを与えられる
R/Cストライク打撃 ファイター クラススキル「クリティカルフィールド」を使用することでリングの効果を受けやすい

バウンサー
（魔装脚）

L/JBテックアーツSC - チャージテクニックでギアをためやすくなる。とくに空中で使用する際に高度を維持しやすい
R/ワイドサポート テクター PAの派生で「シフタ」や「デバンド」を使用できるため、消費PP増加のデメリットを無視できる

サモナー L/ショートミラージュ - 回避時間が短くなり、回避後はすぐに反撃できるようになる
R/マッシブハンター ハンター ダメージを受けてもよろけなくなるため、シンクロウの「繋ぎ」効果を維持しやすくなる

ているスキルリングを変更できる。シ
「/sr アイテム名」で装備し ョートカットに入れておき、必要に応

じて切り替える手も。また、アクティ
ブスキル系はそのスキルリング
をはずした時点で効果が切れる。

「R/PPコンバート」はＨＰ減少
のデメリットがあるため、必要
なぶんだけＰＰを回復したらは
ずして効果を消すことも可。

あると便利な固有PA・テクニック付き武器

●クラテルダート（強弓）、クールキャンディ（短杖）
チャージしたラ・ザン（数多３）１回でアタックスイッチを起動できる

●ラビットブレード（飛翔剣）、フルネシブレード（飛翔剣）

「走破演習：東京」で高台から落ちてもヘブンリーカイトで上に登れる

メセタ稼ぎ編

　装備を強化するには当然、メセタ
が必要になる。『ＰＳＯ２』では、ク
エスト中に大量のメセタを手に入れ
る機会が少なく、クライアントオー
ダーで稼ぐのが基本だ。また、ギャ
ザリングの素材もクライアントオー
ダーにかかわるものがある。これら
を利用してメセタを稼いでいけば強
化費用で困ることは少ないだろう。

オーダーとギャザリングで地道に稼ごう

POINT1 クロトのクライアントオーダーは手堅く稼げる
　クロトのオーダーは１週間ごとに160万〜200万メセタも稼げるの
でオススメ。「連覇演習：ハルコタン」や「極限訓練：凍土と機甲
１〜５」なら１人でも１回３分程度でクリアできるのでトータルで
30分もかからない。ちなみに、テクニックと飛翔剣の両方が使える
バウンサーなら不要だが、下のような装備があるとほかのタイムア
タッククエストも素早くクリアできるだろう。

主な手段

●クライアントオーダー
　（クロト、ヤーキス）

●デイリーオーダー
　（ファイナ、アグネス）

●マイショップ

POINT2 ギャザリングの素材をメセタに替える
　ギャザリングで入手できるアイテムのなかには、ヤーキスのクラ
イアントオーダーやデイリーオーダー専用のものがある。リストに
あげたオーダー専用素材は料理やスキルリングに使わないのでどん
どん納品しよう。また、「遺跡ブドウ」など一部の料理素材はマイ
ショップで比較的高額で取り
引きされる。マイショップ利
用権やプレミアムセットを使
っている場合は活用したい。

◀「/sr アイテム名」のアイテム名部分
はスキルリングの名前を入力する。
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■オーダー専用素材

予告
もちろん、最新情報に限らず、配
信済みの内容でも疑問点があれば
聞くのでご安心を。電撃ＰＳでし
か読めない情報に期待してほしい。
注目の第１回では、アルティメッ
トクエストに関する質問も!?

　次号より、開発チームへの質問
コーナーを連載予定。このコーナ
ーでは、掲載記事の最新アップデ
ート情報から一歩踏み込み、チー
ム・電撃警備保障のメンバーが気
になった内容を中心に聞いていく。

次号から開発チームへの質問コーナーがスタート予定

入手
方法 アイテム名 場所

採取

ナベルダケ 森林、凍土、遺跡
アムドゥスキア龍鱗 火山洞窟
リリーパチョッキ 砂漠、採掘場跡
ウォパルシェル 海岸、浮上施設
アキビン 東京、ラスベガス

釣り

ナベルタートル 森林、凍土、遺跡
アムドゥスキア珊瑚 火山洞窟
リリーパシェル 砂漠、採掘場跡
ウォパルシャーク 海岸、浮上施設
アースシェル 東京、ラスベガス
火山洞窟アロワナ 火山洞窟
凍土クリオネ 凍土
プチ・ロドス 海岸
水上艦の模型 浮上施設
ラスベガスジョーズ ラスベガス


