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2004/12/20 by YNK JAPAN Inc. / KESPI Co., Ltd.
『シールオンライン』従来最大の大幅アップデート詳細を公開
新サーバーオープン、対戦システム実装も
株式会社 YNK JAPAN（ワイエヌケージャパン 東京都千代田区、代表取締役：朴 琪源）、株式会社 KESPI（ケスピ 東
京都千代田区、代表取締役：澤 紫臣）は、運営する MMORPG（多人数接続型オンラインロールプレイングゲーム）「Seal
Online（シールオンライン）」において、従来最大のアップデートを実施するとともに、新サーバーをオープンし、対戦シス
テムを実装することをお知らせいたします。

■大幅アップデート詳細
【新マップと新バイル（モンスター）】
・ 新マップ『レッドソイル』追加。（「レッドソイル東」「レッドソイル西」の２マップ）
 かつてエリム獅子騎士団とバリエ教団が激戦を繰り広げた地方。この戦乱によって大地は血に染められたと
いう。
・ レッドソイルに登場する新バイル
 セルバン・ザ・キッド
Lv 160 サボテンの姿をした「セルバンテス」
が二丁拳銃でパワーアップ
 ハーピー
Lv 164 鳥にバリエの力が宿って誕生。
 カノントータス
Lv 168 陸の覇者。背中に巨大な砲門を備え
る。
 ドン・セルバンデス
Lv 170 セルバンテスの親分。ラテン系ノリで
タンバリン攻撃！
 ハンドストロング
Lv 172 巨大な手に顔を持つバイル。
 ハンドゴーレム
Lv 175 組み合った手の形をしたバイル。
 ラビトータス
Lv 178 なぜかローターラビが運転する巨大
な亀。
 ファラティコア
Lv 180 半人半獣の砂漠の暴れ者
 バーサーカンクラ
Lv 182 この大地で、より凶悪化したカンクラ
 サンドラ
Lv 190 砂漠の守護獣
・ クリスマスの季節限定バイルとして「クッキーラビ」が登場します。このラビを倒したときにドロップするクッキーを集
めて NPC のところに持っていくことによって、サンタ衣装（後述）を入手することができます。

【新スキル、ステータス調整】

【お問い合わせ先】
株式会社 KESPI 〒101-0031 東京都 千代田区 東神田 2-10-17 東神田 IN ビル 3 階
※本件に関してのお問い合わせは下記にお願いします。
TEL：03-5835-2580 FAX：03-5835-2581
E-mail：press@kespi.jp
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・ サザンクロス（騎士）
 ホーリークロス系最強の技。十字型に地割れを起こし、その中に敵を落と
しこむ大技。
・ 加速（剣士）
 今回実装されるステータス「移動速度」を一時的に上げる補助スキル。
・ マナシールド（魔法士）
 攻撃を受けたとき、AP を減らすことで、HP ダメージを低減させるスキル
・ ウィンドラッシュ（僧侶）
 今回実装されるステータス「移動速度」を一時的に上げる補助スキル。他
のキャラクターに対して使うことができる。
・ ディバインフォース（僧侶）
 攻撃力をアップさせる補助スキル。
・ クラウンフェイス（芸人）
 他の職業の特徴的な能力値を一部自分にプラスできるスキル。
・ 鑑定（鍛冶士）
 今回から登場する「未鑑定アイテム」を鑑定することができるスキル。鑑定
されたアイテムの能力値が上下する。
・ 「魔法士」は、単体攻撃／範囲攻撃それぞれに特化できるよう、スキルツリーを
最適化。
・ 「僧侶」の補助スキルに関して、そのスキルのレベルによって持続時間を算定
するようになります。
・ 「芸人」で武器の装備条件がステータス「精神」偏重だったものを「筋力」に変更。これにより、これまで防具着用のた
め精神にポイントを振り分けざるを得なかったプレイヤーも、積極的に筋力を増加させた攻撃型芸人になることがで
きます。
・ 「鍛冶士」の一撃必殺スキルですが、スキルレベルに応じて命中率が加算されることになり、その一撃が当たりや
すくなります。
・ これまで防具の性能のみに依存していた「防御力」ですが、今回のアップデートでステータス「体力」にポイントを振
ることで防御力が上がるようになります。
・ 上記のため、一定期間ステータスポイント、スキルポイントを振りなおす薬アイテムが、各街・村の「酒場」で販売さ
れます。
・ 新しい能力値「移動速度」が登場。これは基本的に装備品依存の数値となりますが、各職業に転職した際にもいくら
かの基礎数値が職業によって与えられます。
・ 戦闘時の与／被ダメージの計算式が変更され、各レベル帯で最適な計算がされるようになります。

【新アイテムの実装】
・ 剣士用装備：防具「武辰セット」ハチマキ、服（胴）、服（脚）、靴の 4 種、武器「神龍業天」

【お問い合わせ先】
株式会社 KESPI 〒101-0031 東京都 千代田区 東神田 2-10-17 東神田 IN ビル 3 階
※本件に関してのお問い合わせは下記にお願いします。
TEL：03-5835-2580 FAX：03-5835-2581
E-mail：press@kespi.jp
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・ 騎士用装備：防具「深淵セット」兜、鎧（胴）、鎧（脚）、ブーツ、盾の 5 種、武器「メ
ガブレード」
・ 魔法士用装備：防具「理力セット」ハット、スーツ（胴）、スーツ（脚）、シューズの 4
種、武器「ホクマの杖」
・ 僧侶用装備：防具「慈愛セット」冠、服（胴）、服（脚）、靴の 4 種、武器「ヴィーナス
メイス」
・ 芸人用装備：防具「ゴージャスセット」帽子、スーツ（胴）、スーツ（脚）、靴の 4 種、
武器「ドラゴンブレイク」
・ 鍛冶士用装備：防具「名匠セット」帽子、服（胴）、服（脚）、靴の 4 種、武器「サマエルハンマー」
・ サンタセット：スーツ（胴）、スーツ（脚）、ブーツのセットに加え、トナカイ帽子、５次ペットをトナカイそりに変身させて
しまう「クリスマス・ラビライダー」（指輪の形をしている）アイテムを実装。
・ 従来からあるサンタ帽子は、「釣り」スキルによって釣れるようになります。
・ 「クリスマス・ラビライダー（指輪の形をしているアイテム）」は、各街の「露店商人」が販売。価格は 10 万セゲル。
・ アイテムの精錬（強化）が、これまでの 9段階から12段階まで可能に。+10〜+12精錬のためには、レッドソイル地方
のバイルからドロップする「ピンクダイヤモンド」と、精錬成功確率を上げるためには「ゴールドルーンストーン」が必
要になります。
・ 防具を一揃い「頭、胴、脚、足（騎士は盾も）」で装着すると「セットオプション」が適用され、装備品の次数（レベル）に
よって、防御力がプラスされます。
・ 「未鑑定アイテム」が実装され、未鑑定のアイテムは鍛冶士の鑑定スキルや、各街にいる「鑑定士マルコ」に見せる
ことで、能力値のプラスマイナスが判明します。

【インターフェース改善点、クエストなど】
・ オプション項目が充実し、コンボエフェクトの ON/OFF、経験値や HP 表示のグラフィカル表示する/しない、ミニバー
（キャラクターの足下にあるHP などの表示）のON/OFF ができるようになるほか、友達登録したキャラクターがログ
インした場合の通知表示、通知音の ON/OFF も選べるようになりました。
・ ファンクションキーで一発スキル（アイテム）使用が可能だった「クイックスロット」が従来の単ページから３ページに
増加（TAB キーで切り替え）。最大 24 のスキルやアイテムを登録できるようになります。
・ スタックアイテム（収集品、回復アイテム）が、従来の 200 個から一つにつき 300 個まで所持できるようになります。
・ コミュニティチャットの背景が、全５種類に増加。一つのコミュニティチャットルームに最大 32 人が参加できるように
なりました。
 12 名用背景：砂浜、聖堂。 24 名用背景：森の中、市場。 32 名用背景：円卓。
・ 「釣り」スキル使用時に、ウィンドウの位置変更が可能に。「ペット育成」ウィンドウと「取引」スキル等で使用する電卓
ウィンドウも見やすく変更。
・ ターゲットしているバイルに輪郭線が表示されるようになり、わかりやすくなります。
・ 画面下の会話ウィンドウの表示条件（オープンチャット、ささやき、冒険団、ギルド）を、[Home]キーで即時切替可能。
また、会話ウィンドウのフィルターがワンタッチで ON/OFF 可能に。
・ チャット相手の履歴機能搭載。最大 10 人分の名前を[End]キーで呼び出し可能に。
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友達登録したキャラクターがログインすると通知してくれる機能を搭載。
定型文登録機能搭載。[ctrl]+[1]〜[0]を使用し、一発呼び出しが可能に。
気絶時に自動的に「村に戻る？」ダイアログボックスが表示。
ギルドエンブレムが 10 種類追加。組み合わせの幅がさらに広がります。
オンラインヘルプ（[Alt]+[H]で呼び出していた）は、新バージョン対応のため、使用できなくなっております。オンライ
ンヘルプが整い次第、再度実装いたします。

【３サーバーがオープン】
・ ３サーバー（通称：クレア サーバー）がオープン。これまでの１サーバー（通称：アルス サーバー）、２サーバー（通
称：デュラン サーバー）と同様、２つのセレクトを持っています。３サーバーは、まったく新しいサーバーとなるため、
１サーバー、２サーバーですでに取得されているキャラクター名を使うことができるほか、プレイヤー同士で取引を
する際のアイテム相場も、1,2 サーバーに存在している「天上の卵」「ねこみみ、ねこパンチ」「雷神の太鼓」「ハッピ」
「ホラーアイテム（全種）」などがまったく存在しないため、1,2 サーバーとまた違った展開を見せると予測されます。

【対戦システム（PvP）実装】
・ 今回のアップデートで、対戦システム（PvP）が実装されます。
＜対戦申し込み＞
1. [Shift]キーを押しながら、対戦したい相手キャラクターをマウスの左ボタンでクリック。
2. 申し込み状態は 10 秒間持続。
3. 10 秒間過ぎると、元の状態に戻ります。
＜対戦の承諾〜対戦開始＞
1. 対戦申し込みを受けたキャラクターは、申し込みしてきたキャラクターに対し、申し込み時の操作と同様[Shift]
キーを押しながらクリックすることで、対戦が成立。
2. 対戦が成立してから５分間、対戦状態が持続します。
3. ５分間過ぎると、元の状態に戻ります。
4. 対戦による勝敗（どちらかの HP がゼロになる）が決した場合も、元の状態に戻ります。
5. 対戦（PvP）では、気絶して村に戻ることになっても、気絶時経験値ペナルティ（いわゆるデスペナルティ）は発
生しません。
＜一方的な攻撃（PK）について＞
1. 対戦申し込み時、相手のキャラクターがまだ承諾していない状態で、再度攻撃を行うことで、一方的な攻撃と見
なされ、PK 対戦が成立ます。
2. PK 対戦が成立してから、１分間（カオスキャラクターが対戦申し込みを受けた場合は２分間）、PK 対戦状態が
持続します。
3. 上記による１分間、あるいは２分間が経過すると、元の状態に戻ります。
4. PK対戦状態のとき、相手が一歩遅れて攻撃を加えても、これは正当防衛と見なされ、PvP へ移行することはあ
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りません（一方的な攻撃を受け、その防戦が始まっても、双方の合意とは判断されません）。
対戦を申し込んだキャラクターが相手を気絶させた場合、カオスポイントが加算されます。

詳しくは、シールオンライン公式サイト（http://www.sealonline.co.jp）にて告知いたしますので、そちらをご覧ください。

■株式会社 KE SPI（ケス ピ） http://www.kespi.jp/

株式会社ケスピは、オンラインゲームのプロフェッショナルな運営および関連ビジネスの成立を目指し、2004 年に設立さ
れました。日本版 Seal Online の運営会社としての活動だけではなく、今後、ゲームを中核とした各種ビジネスを展開してま
いります。
■株式会社 YN K J A PA N （ワイ エ ヌ ケー ジ ャ パン） http://www.ynkjapan.co.jp/
株式会社YNK JAPAN は、韓国版Seal Onlineのパブリッシャーである株式会社Sunny YNKと同様、日本版シールオンラインのライセンサ
ーとして、また日本における韓国優良コンテンツの展開を事業目的として、2004 年に Sunny YNK の日本法人として設立されました。日本
版 Seal Online に関しましては、株式会社 KESPI と一体となってビジネスを進めてまいります。
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