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10月前半のアップデートは
シーズンイベント&

日本でも大いに盛り上がっているハロウィン
の熱気を『ＰＳＯ２』でも!! 感謝祭で公開
された“あの姿”もついにゲーム内に!?

今回は、「東京ゲームショウ2017」でも公開
された、10月前半のアップデート内容を中心に
お届け。恒例の季節緊急クエストに加え、新シ
ステムの登場を予感させるストーリーも必見！
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ストーリーに注目！

PS4

のＴシャツのイラストとして採用
される作品は、いったいどれにな
るのか!? 10月18日に予定されて
いる結果発表をお楽しみに！

今秋ゲーム内で開催予定の電撃イベントも、
着々と進行中！ ロビーには電プレのマスコ
ット・ポリタンが飾られるなど、らしさを存
分に感じられる内容に。こうご期待!!

タイトル▶ ラッピーTシャツ

ステラ
どれも力作ぞろい
ですね。ラッピーの
デザインが多いのも
個人的にはうれしい
です。けれど、どう
しても目が行ってし
まう「トナ・リザ」
の存在感がヤバイ！
種 族：キャスト♀
メイン：ヒーローLv.80
サ ブ：－

柚子
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エントリー
ネーム

柴

御巫＊

鼓
種 族：ヒューマン♂
メイン：ヒーローLv.80
サ ブ：－

タイトル▶ ポリタン乱入!?どうなるEP5!!

エントリー
ネーム

エントリー
ネーム

エントリー
ネーム

レトロ

スピカ

ギミ

エンドー

ＡＣＯ

タイトル▶ トナ・リザ

タイトル▶ HERO!

タイトル▶ マロンストライク!!

チーム・電撃警備保障隊員紹介
ラッピーってやっ
ぱり人気あるなーっ
て、コンテスト系が
あるたびに思います。
リリーパ族のイラス
トが１枚もノミネー
トされていないのは、
ちと残念です（笑）。

エントリー
ネーム

エントリー
ネーム

エントリー
ネーム

エントリー
ネーム
タイトル▶ らぴらぴむぎゅむぎゅ

※画面は開発中のものです

ノミネート作品が決定！

COMES NEW HERO!!

サービス中（2012年7月4日配信）

電撃PSコラボイベントの
開発も進んでますヨ！

TOPIC 「Ｔシャツデザインコンテスト」の

タイトル▶ HERE

PC

●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 5ディ
レクター：濱﨑大輝

コラボイベント連動企画

電撃オンラインで募集していた、
「Ｔシャツデザインコンテスト」
にノミネートされた８作品を公開。
ゲーム内アイテム・ベースウェア

PS Vita

お題

Ｔシャツデザインコンテストのノミネート作品を見てひとこと!!

ユウヒ
どれも味があって
ステキ。３作品がラ
ッピーてのも本作ら
しい（笑）。個人的
に、ずばぬけて気に
入った作品が１つあ
るけど、選ばれるか
な？ 結果が楽しみ。
種 族：ニューマン♂
メイン：ヒーローLv.80
サ ブ：－

タイトル▶ ピコピコラッピー

スーザンアントン子

野良

ラッピー推しは想
像できたけど、トナ
カイ推しが予想以上
に多かった！ ゲー
ム内Tシャツだけで
なく、リアルＴシャ
ツにしたいデザイン
も多いですな〜。

そういえばマロン
をモチーフにしたグ
ッズってまだなかっ
たニャ!? でもＥＰ
５だし、クラスアイ
コンモチーフのＴシ
ャツもいいなぁって
うーん、迷う！

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

種 族：デューマン♀
メイン：ヒーローLv.75
サ ブ：－

ⒸSEGA マンガ：荒木風羽
※写真はPS4＆PC版で、一部開発中のものです。また、記事は9月20日時点のもので、アップデートなどにより変更になる可能性があります
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10月11日 EPISODE5
配信予定

大型アップデート
第 2 弾後編

主な配信内容

託されし巨なる力【Part1】

この時期ならではのシーズンイベント
やＡＣスクラッチが楽しめる！

●期間限定緊急クエスト「トリックオアトリート2017！」 ●ストーリークエスト２章 パート３「決死の反逆」 ●ＡＣスクラッチ「ミスティダークワールド」 など

今年も仮装で大騒ぎ！
期間限定緊急クエスト「トリックオアトリート
2017！」登場
今年の“トリトリ”は、採掘場跡を舞台に
した進行型クエスト！

エネミーや妨害を乗

り越え、最後に待つディーオ・ヒューナルを
目指そう。道中には仮装したＮＰＣも登場！

◀▲出現する敵は機甲種、世壊種（リリーパ）、ダ
ーカー、エスカダーカーが中心。運がよければ期間
限定エネミーのラタン・エンペラッピーにも会える。

みんな大好き
エンペ・ラッピーが
期間限定でハロウィン姿に！

CHECK 2種類のドロップ
限定アイテムも存在

「トリックオアトリート2017！」では、
２つのドロップ限定アイテムが狙える。
そのなかの１つ、リュミホーレーは、
ヒーローも装備可能なタリス。バレッ
トクナイ同様、特殊な潜在能力が備わ
っているかに期待がかかる。進化Ｄ／
ラタン・エンペは、ラッピーファンな
らぜひとも手に入れておきたい逸品だ。 リュミホーレー（★13導具）

アークスビンゴカード
「ハロウィン2017ビンゴ」の表＆裏を同時配信
「ハロウィン2017ビンゴ」の
内容は、「トリックオアトリ
ート2017！」やマトイ（ハロ
■【表】報酬

ウィン）のクライアントオー
ダーが中心。イベントを楽し
みつつ制覇を目指そう！
■【裏】報酬

◀新たなビンゴ報酬限定アイテムはこ
ちら。ハロウィン期間はこの武器迷彩
をつけて、気分を盛り上げてみては？

＊ジャックイグニス（双機銃型武器迷彩）

進化Ｄ／ラタン・エンペ

期間限定NPC

ロビーにハロウィン衣装のマトイが！
今年のハロウィンのナビゲーターは、新レ
イヤリングウェアのプロウラークラスタに身
を包んだマトイが担当！ クライアントオー
ダーの裏に隠された秘密も注目ポイントだ。

▲プロウラークラスタのアウ
ター、ベース、インナーなど
はＡＣスクラッチで手に入る。

クライアント
オーダーを
進めると……？
▲▶オーダーを達成し
ていくことで、マトイ
（ハロウィン）のパー
トナーカードや、限定
の武器迷彩が入手可能。＊マジカルロリポップ（長杖型武器迷彩）

託されし巨なる力 ハミ出し情報 11月８日までの期間限定で、新コレクトファイル「トリトリ2017コレクション」が配信される。コレクト
シートはフォルニスグルズ（★13自在槍）
、フォルニスゲノン（★13両剣）
、★13エッグ（ヴィオラ、エア
ロ）の４つ。なお、２種のフォルニス武器は、
「トリックオアトリート2017！」のドロップでも入手可能。

コレクトシート編
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ストーリー ヴェルンでの決戦
の果てに……？
ヴェルン皇国での戦いのクライマックスを予感させる、ＥＰ
５ストーリー２章パート３「決死の反逆」が配信。数々の戦い
を経てゲッテムハルト、メルフォンシーナとともにヴェルン皇
国の帝都へとたどり着く主人公たち。静寂に包まれた地の先で、
国に混沌をもたらした皇帝、シュレッガーとの決戦がついに幕
を開ける。
“至りし闘争の果てに”待つものは―？

▲ヴェルン皇国の混沌を楽しみ、主人公らの前に立ちふさがるエルミル。戦い
ののちには、ゲッテムハルトとメルフォンシーナにかかわる真実も語られる。

▲玉座で１人待ち構える皇帝、シュレッガー。闘争を愉悦とし、力だけを追求
してきた彼の能力は、エフィメラによってさらなる境地へとたどり着く。

ACスクラッチ

「ミスティダークワールド」の
衣装でハロウィンをエンジョイ♪

ハロウィンの時期にぴったりな、悪魔をモチ
ーフにしたレイヤリングウェアやパーツ、アク
セサリーなどが多数登場！ 「秋といえばスポ
ーツだ！」という人には、ベースウェアにリニ
ューアルされた「エクササイズブルマ」もオス
スメだ。また、ロビーアクションには、巨大な
カボチャマスクに姿を変える「パンプキン」も。 ハーミディオマントＭ[Ou]

ACスクラッチ回数ボーナス

ハーミディオマントＦ[Ou]

ダルモルス・シリーズ

フェマーレ・シリーズ

◀▼男性モーションは前方に、女性モー
ションはジグザグに瞬間移動する。気分
はまさしく忍者そのもの！

＜10回目＞
頭乗り

FUNスクラッチ

ラタン・
エンペ

＜15回目＞

344「瞬間移動」
（ロビーアクション）
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343「交通整理」
（ロビーアクション）
▲ロビーアクションの「交通整理」。手
信号や旗で誘導するような動きをとる。

託されし巨なる力 ハミ出し情報 アークスが集うロビーが、毎年恒例のハロウィンロビーに変化。11月８日までの期間限定で、巨大なジャ
ックオーランタンやオバケの飾りが、ハロウィン気分を演出してくれる。また、フランカ's カフェも、
昨年に引き続き「夜のカフェ」の景観へと変化。こちらは12月６日までとなっている。

シップ内アップデート編

禍王激突
闘争の行方は

ファンタシースターオンライン2

!!

!?
◀オメガ・ヒューナルと
対峙する主人公。圧倒的
な力の前に一度は屈する
が、そこで新たな力が覚
醒する。衝突する２体の
禍王。この結末は、自身
の目で確かめよ！

開発チーム一問一答

Vol.4

リニューアルされた季節緊急クエストの詳細が判明！
レクイエムバインド [ ][ ][ ]
Ou
Ba
In

ノクターナルミスティ [ ][ ][ ]
Ou
Ba
In

PSO2ファッションカタログ2016－2017
Realization of Ⅰllusion

―フランカ's カフェの「夜の
カフェ」について、見どころを教

ンペ・ラッピーかラプラスの悪魔
が出現します。獲得できるアイテ

えてください。

ムはフォルニス系武器の新カテゴ

回答：昨年から変わる部分はあり
ませんが、あらためて「夜のカフ
ェ」の特徴を説明します。普通の
花火に混じってときどき、５種類
のマスコット花火が打ち上がるこ
とがあります。また、大パノラマ
で花火と夜景を眺められる座れる
ポイントを特等席としてこっそり
用意してあります。“プールの真
上に迫る場所”に９つ並べてある
ので、ぜひ探してみてください。
―季節緊急クエスト「トリック
オアトリート2017！」の詳細
を教えてください。
回答：クエストのフィールドが、
「砂漠」から「採掘場跡」に変更
され、出現エネミーに幻創種が追
加。おなじみのキャラクターたち
がさまざまな仮装をして登場する、
にぎやかなクエストにリニューア
ルします。クエストの最後には専
用二つ名のディーオ・ヒューナル
が登場し、運がよければさらにエ

リ２種がドロップするほか、メイ
ンクラスがサモナー限定で新規★
13キャンディーの「まんぷくパ
フェ」がドロップします。さらに、
ドロップ限定の取引可能な「リュ
ミホーレー（★13導具）」がドロ
ップ。クエストだけでなくドロッ
プもにぎやかなクエストになって
います。
―ＡＣスクラッチ「ミスティダ
ークワールド」の開発イチオシア
イテムを教えてください。
回答：今回のハロウィン衣装のテ
ーマは「悪魔」となっています。
「ノクターナルミスティ・スタイ
ル」は小悪魔をイメージしたもの
で、褐色肌や青い肌のキャラで着
用するとより雰囲気が出せるので
はないでしょうか。「マトイ（ハ
ロウィン）」のコスチュームであ
る「プロウラークラスタ・スタイ
ル」も新たなハロウィン衣装とし
てオススメです。

電子版が10月5日に発売!!

■定価：3,000（＋税）
■６大特典アイテムコード付
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