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本格派ファンタジーオンラインRPG 『新生 R.O.H.A.N』 

R.O.H.A.Nサービス開始から 12周年！ 

感謝を込めて、豪華イベントを多数開催中！  

 

株式会社WeMade Online（本社：大阪府大阪市、代表取締役：崔 鍾玖、以下WeMade Online）は、PLAYWITH Co.,Ltd.(本

社:韓国、代表:Kim Hakchun)が開発した PC オンラインゲーム、七つの種族が織り成す中世風ファンタジーMMORPG『新生

R.O.H.A.N』(新生ロハン)において、2018年10月31日(水)に R.O.H.A.Nサービス 12周年を記念し、特別イベントおよびキャ

ンペーンを開始したことをお知らせします。 

 

 

 

 

▽12周年記念 特設ページはこちら 

http://rohan.jp/event/2018/1031_anniversary/ 

 

▽GAMEcom『新生R.O.H.A.N』公式サイトはこちら 

http://rohan.jp/index.asp 

 

  

mailto:press@wemadeonline.co.jp
http://rohan.jp/event/2018/1031_anniversary/
http://rohan.jp/index.asp


【R.O.H.A.N Press Release】 

新生 R.O.H.A.N プレスリリース 

2018/10/31 

 WeMade Online Co.,Ltd. 

 

【お問い合わせ先】 

ゲーム内容、GAMEcom でのサービスについてのお問い合わせ：株式会社 WeMade Online  

担当者：石黒/E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

 

 

 

◆祝！12周年！記念イベント多数開催！ 

皆さまにご愛顧をいただき、『新生R.O.H.A.N』は 2018年10月31日(水)をもって正式サービス開始から 12周年を迎えま

す。日頃の感謝の気持ちを込めて、多数のイベントやキャンペーンを開催します！ 

 

◇12周年記念 全員プレゼントキャンペーン 

2018年10月31日(水)のメンテナンス後より、公式サイトにログインを行い、特設ページで「プレゼントを受け取る」ボタンを押

すだけで豪華なアイテムが貰えるキャンペーンを開始しました。毎日忘れずに受け取りを行い、豪華アイテムをゲットしよう！ 

 

・全員プレゼントキャンペーン開催日時 

 2018年10月31日（水）定期メンテナンス後 ～ 2018年11月28日(水)定期メンテナンス前まで 

 

・プレゼントキャンペーンにて貰えるアイテム一覧 

イメージ アイテム名 個数 説明 

 

煌めく星 1 
イベントに参加した証です。 

[トレード]不可 

 

超越石 1 
輝く超越石の入手に必要なアイテムです。 

[トレード]不可 

 

成長の印章(30日) 1 
戦闘で得られる経験値が 2倍になります。 

[期間]30日 [トレード]不可 

 

和合の印章(30日) 1 
パーティーで得られる経験値が 2倍になります。 

[期間]30日 [トレード]不可 

 

成長の印章スペシャル 

(2時間)(Event) 
12 

2時間、戦闘で得られる経験値が 4倍になります。 

[期間]2時間 [トレード]不可 

 

和合の印章(3倍)(Event) 12 
2時間、パーティーで得られる経験値が 3倍になります。 

[期間]2時間 [トレード]不可 

 

祝福の印章(4倍) (Event) 12 
2時間、M.Killが 4倍になります。 

[期間]2時間 [トレード]不可 

 

調和の印章(4倍)(Event) 12 
2時間、パーティーM.Killが 4倍になります。 

[期間]2時間 [トレード]不可 
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◇その他12周年記念 イベント 

『新生R.O.H.A.N』ではその他にも 12周年を記念してのイベントを多数開催中です。 

 

・12周年記念 開催イベント一覧 

イベント名 期間 内容説明 

システムイベント 
2018年10月31日（水）定期メンテナンス後から 

2018年12月5日(水)定期メンテナンス前まで 

イベント期間中は毎日、次の効果を得られる。 

・獲得経験値500%アップ 

・ドロップ率200%アップ 

・エンチャント成功率25%アップ 

・生産・エンシェント・アレンダル強化成功率

40%アップ 

・合成成功率+15%アップ 

スペシャル強化祭 
2018年10月31日（水）定期メンテナンス後から 

2018年12月5日(水)定期メンテナンス前まで 

イベント期間中、特定のアイテムを強化するこ

とで、100%強化に成功するチケットなど豪華な

アイテムがもらえるイベント。 

タウン争奪戦イベント 
2018年10月31日（水）定期メンテナンス後から 

2018年12月5日(水)定期メンテナンス前まで 

イベント期間中に GvG コンテンツ『タウン争奪

戦』に参加し、優秀な成績を収めるとアイテム

をプレゼントするイベント。 

強運釣王決定戦 
2018年10月31日（水）定期メンテナンス後から 

2018年11月28日(水)定期メンテナンス前まで 

イベント期間中、毎日最初に釣った魚が幻の

魚『ニジマス』だった方を対象にアイテムをプレ

ゼントするイベント。また、指定日数参加するこ

とで、入手困難なアイテムと交換できる『煌めく

星』を達成した全員にプレゼント。 

デイリーボーナス 

大抽選会 

2018年10月31日（水）定期メンテナンス後から 

2018年11月28日(水)定期メンテナンス前まで 

イベント期間中、ログインすると次の日にアイテ

ムがもらえる『デイリーボーナス』で指定のアイ

テムを指定回数交換した方から抽選で入手難

易度が非常に困難なアイテムをプレゼント。 

 

 

◇12周年記念 スペシャル販売キャンペーン 

12周年を記念して通常では販売していない、強化に役立つセットアイテムの販売や、運営チームイチオシのピックアップアイ

テムが 30%オフで販売されます。また、BIG5では人気アイテムが一挙に登場し、その全てが 12周年記念特別確率アップでの

提供となります。さらに通常のBIG5では登場していない高性能コスチュームが期間限定で登場！この機会をお見逃しなく！ 

 

・スペシャル販売キャンペーン開催日時 

 2018年10月31日（水）定期メンテナンス後 ～ 2018年11月28日(水)定期メンテナンス前まで 

 

▽12周年記念 詳細一覧はこちら 

http://rohan.jp/news/notice1_1_l.asp 
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◆更なる高みを目指そう！最新アップデート「超越者の証」 

2018年10月17日(水)には最高レベルに達したキャラクターをさらに強化できる新たな称号が追加されました。称号はミラー

ダンジョンのモンスター討伐やエレメンタルダンジョンのボスモンスターを討伐し、クエストを達成することで入手できます。 
 

 

 

◇アップデートによる修正点や変更点について 

プレイヤーの皆様からのフィードバックをもとに以下のコンテンツ内容や報酬の調整を行いました。今後も皆様の意見を取り入

れ、より楽しめるコンテンツ提供に努めさせていただきます。 

 

▽エレメンタルダンジョン関連 

・ステージクリア時に得られる経験値の上方修正 

・ルーレット報酬アイテムの追加 

・レアアイテムのドロップ確率上昇 

・IPモールでの購入可能アイテムの追加 

 

▽力の戦場関連 

・実施曜日を日曜日から金曜日までに変更。(土曜日は除く) 

・実施時間帯を散らして深夜帯にも実施されるよう変更 

・体力が異常に多かったボスモンスターの体力調整 

・勝利条件ポイントの変更 

・MVP報酬の変更 

 

▽ボスモンスター関連 

・ラコンダンジョン 4F、5Fのボスモンスターのリポップ周期に関する仕様の変更 

 

 

▽『超越者の証』 特設ページはこちら 

http://rohan.jp/event/2018/1017_Update/ 
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◆大人気！新規英雄応援キャンペーンも引き続き開催中！ 

新規英雄応援キャンペーンを利用すれば新しく始めても既存のプレイヤーの方々と直ぐ遊べます！キャンペーンへの参加

条件は新たなアカウントを作成してゲームを始めるだけ！レベル 90までの経験値を一気に取得できる「英雄の書(90)」をはじ

め、様々な便利アイテムが毎日のログインでもらえる「新規英雄応援キャンペーン」は大好評につき、継続して開催中です！ 

 

 

 

▽新規英雄応援キャンペーン 

 2018年4月25日（水）メンテナンス後から継続して開催中  

 

▽キャンペーンで貰えるアイテムを一部紹介 

イメージ アイテム名 説明 

 

EXP袋 

使用すると経験値を獲得できます。 

[使用回数] 1回 

[トレード] 不可 

 

英雄の書(90) 

使用すると経験値を獲得できます。 

[使用回数] 1回 

[トレード] 不可 

 

 

▽「新規英雄応援キャンペーン」の詳細はこちら 

 http://www.rohan.jp/event/2018/0425_NewHeroes/ 

 ※ページを確認するには公式サイトへのログインが必要です。 
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■『新生R.O.H.A.N』概要 
ジャンル：中世風ファンタジーMMORPG 
プラットフォーム：PC 
価格：基本プレイ無料（アイテム課金） 
運営：WeMade Online Co.,Ltd. 
開発：PLAYWITH Co., Ltd. 
 
■コピーライト 
Copyright 2018 R.O.H.A.N by WeMade Online Co.,Ltd. All Rights Reserved. 
Copyright 2005-2018 R.O.H.A.N by PLAYWITH Corporation. All Rights Reserved. 
 
■株式会社 WeMade Online について http://www.wemadeonline.co.jp/ 
WeMade Online は、2004 年 3 月に設立され、PC オンラインゲームのパブリッシング事業を主業務としております。2010 年 4
月に、韓国のオンラインゲーム開発及びパブリッシングを行う『WeMade Entertainment Co.,Ltd.』グループの一員となり、更な
る成長を目指し日本国内オンラインゲームサービス、パブリッシング運営及び現地開発事業を展開しております。 
PC オンラインゲームでは、GAMEcom ブランドとして『新生 R.O.H.A.N』『SiLKROAD Revolution』『ICARUS ONLINE』
『Soulworker』『Ar:pieL』をサービスしております。 
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