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崩壊した世界に選ばれた少年少女達の 

アニメチックアクション MORPG『Soulworker』 

「ニアソウルワーカー総力戦」がコンテンツとして実装 

更にパワーアップしたニアソウルワーカー達が立ちはだかる！ 
  

 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、PCオンラインゲー

ム、崩壊した世界に選ばれた少年少女達のアニメチックアクション MORPG『Soulworker』(ソウルワーカー)におい

て、2018年 11月 22日(木)に「ニアソウルワーカー総力戦」をコンテンツとして実装しました。また同日、装備を更

に強化できる「タグシステム」を実装したことをお知らせします。 

 

◆新メイズ「ニアソウルワーカー総力戦」実装！  

2018年 11月 22日(木)のアップデートにて、「ニアソウルワーカー総力戦」をコンテンツとして実装しました。 

「ニアソウルワーカー総力戦」はグラスカバーキャンプのメインクエストをクリアしていく事で挑戦できる高難易度

メイズです。周年時にイベントコンテンツとして登場した時より更に強力な敵となり、再びソウルワーカー達の前に

立ちはだかります。 

 

 

 

 

◇ソウルワーカー公式サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/ 
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◇ニアソウルワーカーに挑戦しよう！  

ニアソウルワーカーとの戦闘は「スカイクロックパレス」にて行われ、ソウルワーカー達は最大4人のパーティで挑

みます。さらに強力になったニアソウルワーカーにパーティで挑戦しよう！  

 

 

コンテンツとして帰ってきた、「ニアソウルワーカー」達に挑戦しよう！ 

 

 

専用フィールド「スカイクロックパレス」 ニアソウルワーカーは強力！ 

  

ニアソウルワーカー達との戦闘フィールドである「ス

カイクロックパレス」には神々しくもどこか恐怖を 

感じる大きな時計が天井に掲げられている。 

ニアソウルワーカー達とのバトルは激戦必至！ 

持てる全ての力を使って戦いに挑もう！ 
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◇「ニアソウルワーカー総力戦」開始方法 

「ニアソウルワーカー総力戦」のエピソードクエストを進行するためには、グラスカバーキャンプの NPC「マーティ

ン」から受諾できるクエスト「最も近い存在」を進めていく必要があります。クエストを進行すると、ゴールデンシ

タデルで「ニアソウルワーカー総力戦」に挑戦する事が出来るようになります。 

 

NPCマーティンの位置と受諾場所について 

 

 

 

▽「ニアソウルワーカー総力戦」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/guide/84 
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◆自分にあった特性を強化しよう！「タグシステム」実装  

2018年 11月 22日(木)のアップデートにて、新たに「タグシステム」を実装しました。400種類以上に及ぶタグの中

から、自身に合う最強のタグを入手・装着して装備を強化しよう！ 

 

 

 

◇タグを入手、装着しよう！ 

タグは「攻撃型タグ」と「防御型タグ」の 2 種のカテゴリが存在し、「タグキューブ」という形で一部のボスやアイテ

ムモールから入手し使用すると、ランダムでタグを獲得できます。また、各ボスは専用のタグをドロップすることがあ

り、使用するとメイズの攻略をサポートしたりできる攻略に役立つアイテムとなります！獲得したタグは NPC「トリシ

ャ」のオプション精錬機能にて装着することが可能です！ 

 

NPCトリシャ 装着して武器を強力に！ 
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◇強力なタグを一部紹介！ 

 

▽武器装着タグ 

効果名称 適用効果(1) 適用効果(2) 

台風の 武器攻撃力増加 +14％ スーパーアーマー破壊力 +22% 

勝利者の 武器攻撃力増加 +12% 攻撃力 +15% 

眩しい 武器攻撃力増加 +12% 敵防御度貫通 +4% 

重ね当てた 武器攻撃力増加 +481 クリティカル +7% 

絶叫する 武器攻撃力増加 +511 敵追加ダメージ:ボス/ネームド +12% 

傲慢な 武器攻撃力増加 +481 プライマル勢力追加ダメージ +16% 

 

▽防具装着タグ 

効果名称 適用効果(1) 適用効果(2) 

鉄壁の 防具防御度増加 +5% 防御度 +9% 

守護の 防具防御度増加 +6% ダメージ減少：ボス/ネームド +3% 

混沌の 防具防御度増加 +6% クリティカルダメージ +158 

豪華な 防具防御度増加 +449 敵から得るジェニー +15% 

立派な 防具防御度増加 +449 敵から得る EXP +44% 

霧の 防具防御度増加 +408 討伐効果：HP回復 +500 
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◇タグの製作 

タグは NPCゼニスを通じて製作を行うことも可能です。製作されたタグは効果がランダムで付与され、強力なオプショ

ンのタグが付与される事もあるので強力なタグを求めて、ぜひ製作を試してみよう！製作に使用する「ブルーライトダ

スト」は不要なタグの分解や、一部のボスから獲得する事ができます。 

 

NPCゼニスと製作画面 

 

 

 

▽タグ制作に必要なアイテム 

イメージ アイテム名 説明 

 

ブルーライトダスト 
タグのチップを構成する青色の未知の結晶体。タグの分解や一部のモンス

ターから入手可能。製作するには多くのブルーライトダストが必要。 

 

 

▽「タグシステム」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/guide/87 
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◆開催中のイベントも忘れずに確認しよう！ 

◇成長させて、アイテムを貰おう！ソウルストーン育成イベント 

 

 

◇イベント期間 

2018年 11月 22日(木)定期メンテナンス後 ～ 2018年 12月 6日(木)定期メンテナンス開始まで 

 

◇イベント概要 

イベント期間中ソウルストーンの成長に応じて、BSKブローチキューブやトレードコインなどの様々なアイテムをプ

レゼントします。ソウルストーンの成長を行い、規定の等級へ成長させる事でお得なアイテムが獲得できます。 

 

 

▽イベントの詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/146 
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◇挑戦せよ！ザ・プライマルイベント 

 

 

◇イベント期間 

2018年 11月 15日(木)定期メンテナンス後 ～ 2018年 11月 29日(木)定期メンテナンス開始まで 

 

◇イベント概要 

期間中に「ザ・プライマル」をクリアする事で、お得なアイテムが獲得できます。さらに、入場するだけでも報酬を

獲得する事ができるので挑戦が初めての人も参加してみよう！ 

 

 

▽イベントの詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/145 
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■『Soulworker』概要 
ジャンル：アニメチックアクション MORPG 
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：LION GAMES Co., Ltd. 
 
■コピーライト 
Copyright © LION GAMES Co., Ltd. All Rights Reserved. 
Copyright © WeMade Online Co.,Ltd. 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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