
 

 
 
 

 
2019.04.25 プレスリリース 

Weｍade Online Co., Ltd. 

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 

 

 

『ディプルス・ホライズン』追加アップデートを実施！ 

ゴールデンウィークイベントも開催中！ 

 

株式会社Wemade Online(本社:東京都千代田区、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、2019 年4 月

25 日(木)に「ディプルス・ホライズン」の追加アップデートを実施しました。また同日、ゴールデンウィークイベントを開催し

た事をお知らせします。 

 

 
 

■「ディプルス・ホライズン」の追加アップデートを実施！ 

2019 年4 月25 日(木)に「ディプルス・ホライズン」の追加アップデートを行いました。追加アップデートでは新メイズ2 種の

追加、レベルキャップの解放、ストーリーパートが追加されます。新たな都市で紡がれるソウルワーカー達の物語を、どうぞお

楽しみください！ 

 

 

■大型アップデート「ディプルス・ホライズン」の特設サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/event/10_update 

 

■ソウルワーカー公式サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp 
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■新メイズ2種やレベルキャップ解放などを含む追加アップデート！ 

追加アップデートにて、新メイズ「ビットレイアーズアーミー」と「ホーリーグラウンド」の 2 種類が追加されました！ソウル

ワーカー達が訪れる地で、誰が何の目的で攻めてくるのかプレイして確認しよう！ 

 

▽ビットレイアーズアーミー 

 
反乱軍の拠点として占拠した、ディプルスの離れ小島が舞台となり植物型のソウルジャンク等が登場します。 

 

  

 

▽ホーリーグラウンド 

 
ディプルス湾岸都市にある、ビルが立ち並ぶ近代的な市街地での戦闘となります。 

 

  



 

◇レベルキャップ解放 

最大レベルを63 から65 まで解放しました。また、レベルキャップが解放された事により、レベル62 で習得できる新スキルの

強化が行えるようになったので、使用キャラのスキルを確認しよう！ 

 

◇新たなサブクエスト追加 

新たに追加されたサブクエストでは、カンダスシティに滞在していた NPC 達のその後や、過去が垣間見える内容となっていま

す。さらに、西部クラウドリームに存在している「チェリー・ブロッサム」というヴェシの話など、ソウルワーカーの世界をより

深く知ることができる内容となっているので、ストーリーにも注目してプレイしよう！ 

 

◇新たなNPC「アルア」が登場！ 

既に、ゲーム内にはA.R カードとして登場しているNPC「アルア」がメインストーリーに登場！ニヒルキングダムのヴェシであ

る彼女とソウルワーカー達が出会う時、ディプルスで新たな物語が始まります！ 

 

突然襲い掛かる「アルア」…その理由は如何に？ 

 

意外とドジな動きも。受諾できるサブクエストでは、ニヒルキングダムの事が詳しく語られる。 

 

 

 



 

■楽しもう！ゴールデンウィークイベント開催中！  

 
 

◇毎日メイズを回って「[EV]黄金餅」を集めよう 

イベント期間中は各メイズのBOSS から「[EV]黄金餅」がドロップするようになります。集めると、NPC「グルトン」で限定ア

バターを製作できます。また、1 日の獲得制限が200 個となるので、全て手に入れるためにメイズを回ろう！ 

 

◇イベント期間 

2019 年4 月25 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2019 年5 月9 日(木) 定期メンテナンス開始まで 

 

▽各メイズのBOSS を倒すと獲得できるアイテム 

アイテム名 アイテム説明 

 

[EV]黄金餅 

ゴールデンウィークを記念して作られた黄金

餅。グルトンコインショップで様々なアイテム

を製作できる。 

 

▽NPC グルトンで製作が可能。回復アイテム等、様々な物を製作できる。 

 
 

▽「[EV]黄金餅」で製作できる限定アバターをご紹介♪ 

アイテム名 アイテム説明 

 

黒猫の耳 かわいい黒猫を模した猫耳。 

 

黒猫の手袋 かわいい黒猫を模した手袋。 

 

黒猫の靴 かわいい黒猫を模した靴。 

※その他、強化アイテムや、回復アイテムなど攻略に役立つものも製作できます。 



 

▽黒猫アバター装着例 

 
※画像で使用されている家具、ジャスチャー付きアバターは当イベントでは獲得できません。 

 

◇ルーレットシステムの実装と接続時間報酬の変更 

2019 年4 月25 日(木)定期メンテナンス後からゲーム内メニューにルーレットシステムが実装されました。また、ゴールデンウ

ィークイベント中は通常の接続時間報酬が「GW 接続時間報酬」に変更され、接続報酬に加えてルーレットチケットが貰えます！

チケットは1 日最大9 枚まで獲得ができ、ルーレットでしか手に入らない期間限定アイテムもあるので要チェックです！ 

 

▽「接続時間報酬」と一緒に獲得できるチケット 

アイテム名 アイテム説明 

 

[EV]ＧＷルーレットチケット 所持しているとGW 期間限定ルーレットに参加できる。 

※接続時間報酬は30 分ごとに1 日３回まで受け取れます。 

 

 
メニューにあるルーレットをクリックすると素敵な美女たちがお出迎え！チケットをためてルーレットを回そう！  



 

また、イベント期間中のみ獲得できる限定アイテムに、ポートレートが登場！使用するとオートマッチング時や、ステータス画

面でのキャラクター表示を変更できます。今回のポートレートアイテムに記載されているショートストーリーはファン必見！ぜ

ひ、ゲーム内で確認してみよう！  

 

▽イベント期間中にルーレットから獲得出来る限定アイテム 

アイテム名 アイテム説明 

 

[EV]一味違うソウルワーカー 

ポートレート選択券(期間制) 

使用したキャラクターに応じた一味違うソウルワーカーの

ポートレートを1 つ獲得する事ができる。(有効期間：1 日) 

 

▽「[EV]一味違うソウルワーカーポートレート」使用イメージ 

 
 

▽「[EV]一味違うソウルワーカーポートレート」アイテム説明欄 

  

…何やらいつもとは違うニュアンスのショートストーリーが記載されている模様。自身で使用しているキャラクターのストーリ

ーをチェックしてみよう！ 

 

■ゴールデンウィークイベントの詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/190 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/190


 

■お得がいっぱい！その他イベントやキャンペーンも忘れずに！ 

◇毎日ログインしてアイテムを貰おう！ログイン応援イベント 

 
 

◇イベント期間 

1 週目：2019 年4 月25 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2019 年5 月2 日(木)08:59 まで 

2 週目：2019 年5 月2 日(木) 09:00 ～ 2019 年5 月9 日(木)08:59 まで 

 

◇イベント概要 

「ディプルス・ホライズン」追加アップデートを記念して、豪華アイテムが手に入るログイン応援イベントを開催中！ゲーム内

ログインから90 分経過でアイテム「GW 接続時間報酬[90 分]」を獲得できます。獲得した個数によって後日、様々なアイテム

が配布されます！ 

 

※接続時間報酬はキャラクターでログインし続けていることで、HEMS(メール)を通して獲得できます。 

※ログイン応援イベントの対象は「GW 接続時間報酬[90 分]」の獲得数となります。「GW 接続時間報酬[30 分]」、「GW 接続時

間報酬[60 分]」の獲得数は含みませんのでご注意ください。 

※当イベントは接続時間報酬を獲得したキャラクター毎にカウントされ、2 週に分かれて開催されます。 

 

▽90 分経過にてメールで配布されるアイテム 

アイテム名 アイテム説明 

 

GW 接続時間報酬[90 分] 
使用すると、接続時間報酬[90 分]と[EV]ＧＷルーレット

チケットを獲得できる。 

 

◇報酬配布日 

1 週目：2019 年5 月9 日(木) 定期メンテナンス時(予定) 

2 週目：2019 年5 月16 日(木) 定期メンテナンス時(予定) 

 

 

■ログイン応援イベントの詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/188 
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◇新規プレイヤーと復帰プレイヤーに役立つアイテムをプレゼント！新規＆復帰応援キャンペーン！ 

 
 

◇イベント概要 

イベント期間中、ソウルワーカーを初めてプレイした皆様と、久しぶりにプレイされた皆様に役立つアイテムをプレゼント！ 

 

◇新規＆復帰応援キャンペーン開催期間 

1 週目 2019 年4 月25 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2019 年5 月1 日(水) 23:59 まで 

2 週目 2019 年5 月2 日(木) 00:00 ～ 2019 年5 月9 日(木) 定期メンテナンス開始まで 

3 週目 2019 年5 月9 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2019 年5 月16 日(木) 定期メンテナンス開始まで 

 

▽ソウルワーカーを新規で始めた方へのプレゼントアイテムの一部を紹介 

アイテム名 個数 アイテム説明 

 

アクセサリーボックス 1 
開封すると自分のキャラクターに合うアクセサリーを獲得

することができる。 

 

銀行倉庫拡張券 2 クラウドリーム連合銀行の倉庫を拡張できる。 

 

インベントリ拡張券 2 アイテムの最大所持量を増加できるアイテム。 

 

▽久しぶりにソウルワーカーをプレイされた方へのプレゼントアイテムの一部を紹介 

アイテム名 個数 アイテム説明 

 

グルトンコインボックス 

[50～2500] 
3 S コインを50～2500 個の間で獲得できる。 

 

クロエのカードキーボックス 5 最大3 個のボーナスカードキーをランダムで獲得できる。 

 

新歴史の特選A.R 

カードキューブ 
1 

使用すると☆3～☆5 のレアリティの A.R カードの中から

個別の確率に基づき1 枚を獲得できます。 

※新規＆復帰ともに、アカウントメールは一度受け取ると他のキャラクターで受け取れなくなります。 



 

 

 

   

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 

◇報酬配布日 

1週目 2019年5月9日(木) 定期メンテナンス時 (予定) 

2週目 2019年5月16日(木) 定期メンテナンス時 (予定) 

3週目 2019年5月23日(木) 定期メンテナンス時 (予定) 

※新規・復帰ともに、アイテム配布日は同じとなります。 

 

■新規＆復帰応援キャンペーンの詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/189 

 

■ソウルワーカー公式サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp 

 

 

■『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 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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