
 

 
 
 

 
2019.8.14 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 

 

 

7人目のソウルワーカー「チイ・アルエル」実装決定！ 

情報たっぷりの特設サイトを先行公開！連動した出席イベントも開始！ 

 

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 8

月14 日(水)に7 人目のソウルワーカー「チイ・アルエル」実装決定を記念した特設サイトを先行公開しました。また、同日「特

設サイト公開記念出席ログインイベント」など、多数のイベント・キャンペーンが開始する事をお知らせします。 

 

■7 人目のソウルワーカー「チイ・アルエル」の実装が決定！ 

2019 年8 月14 日(水)の定期メンテナンスにて、7 人目のソウルワーカーである新キャラクター「チイ・アルエル」の特設サイ

トを先行公開しました。一足先に「チイ・アルエル」の情報を確認しよう！ 

 

 
 

 

■新キャラクター「チイ・アルエル」特設サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/event/13_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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■ソウルワーカー「チイ・アルエル」について 

 

◇「チイ・アルエル」ストーリー 

少女は出会った猫(ソウルジャンク)をチイと名付けた。少女は猫に「一緒に居て欲しい」と言い、抱き寄せた。猫の姿をしたソウ

ルジャンクは自分をチイと自覚し、初めて温かさを覚えた。ある日、アルエルと言う少女はソウルジャンクに攻撃され命を落と

す。猫は死に逝く少女に近づき、その最期を悲しみ、泣いた。人間だったらこの子を生かす事ができた。人間になってこの子を生

かしたい。猫の形をしたソウルジャンク・チイは人間のアルエルを助ける事を熱望した。 

 

そして、チイはチイ・アルエルとなった。 

 

 
 

7 人目のソウルワーカー「チイ・アルエル」の情報については特設サイトにてたっぷりお届け中！また、今後もアップデート情報

が追加されるのでお楽しみに！ 

 

 

■新キャラクター「チイ・アルエル」特設サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/event/13_update 

プロフィール チイ・アルエル イメージ 

名前 チイ・アルエル 

 

年齢 
16 歳 (肉体の持ち主アルエル) 

1 歳 (ソウルジャンク・チイ) 

使用武器 刀 (ソウルウェポン) 

使用武器2 擬似ソウルジャンク 

身長 152cm 

誕生日 3 月2 日 

好きな物 狭い空間 

嫌いな物 イヌ科の動物 

CV 竹達彩奈 

http://soulworker.gamecom.jp/event/13_update


 

■特設サイトと連動！？「チイ・アルエルの出席イベント」開催！ 

特設サイト先行公開を記念して、「チイ・アルエルの出席イベント」を開催！期間中に特設サイト内の「出席イベント開催中」ボ

タンをクリックし、専用ページへ行こう！Web 上でログイン後に出席を行うと、毎日「新歴史のA.R カードキューブ」1 個と「S

コイン」250 枚が貰えます。さらに、期間中の累積出席数に応じて報酬も獲得できるので毎日忘れずに出席しよう！ 

 

 
 

◇「チイ・アルエルの出席イベント」開催期間 

2019 年8 月14 日(水)定期メンテナンス後 ～ 2019 年9 月12 日(木)定期メンテナンス開始まで 

 

◇イベントで毎日獲得できるアイテム 

 

◇出席イベント累積出席数で獲得できるアバター「熱望の刀セットB」のイメージをご紹介♪ 

 
 

 

■「チイ・アルエルの出席イベント」特設サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/event/14_campaign/ 

アイテム名 アイテム説明 

 

新歴史の 

A.R カードキューブ 

使用すると☆2～☆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 枚獲得

できます。 

 

S コイン S コインショップでアイテムを購入できます。 

http://soulworker.gamecom.jp/event/14_campaign/


 

■期間限定イベント「サマーデイリーミッションイベント」が開催中！ 

2019年8月15日(木)の11：00から、期間限定イベント「サマーデイリーミッションイベント」が開催中！毎日更新されるミッシ

ョンをクリアすると、日替わりでアイテムを獲得できます。忘れずに毎日ミッションをクリアしよう！ 

 

 
 

◇「サマーデイリーミッションイベント」開催期間 

2019 年8 月15 日(木)の11：00 ～ 2019 年8 月29 日(木)定期メンテナンス開始まで 

 

◇ミッションクリアで獲得できるアイテム 

※獲得できる製作用アイテム「[EV]任務完了の証明書」で、アイテム「熱望のパッケージII」を製作する事ができます。 

※アイテム「熱望のパッケージII」を製作し、所持していると後日アイテムがアカウント宛に届きます。 

 

◇日替わりで獲得できるアイテムを一部ご紹介♪ 

 

■「サマーデイリーミッションイベント」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/226 

アイテム名 アイテム説明 

 

[EV]任務完了の証明書 グルトンショップで「[EV]熱望のパッケージ II」を製作できる。 

 

[EV]熱望のパッケージ II 

誰かの熱望が詰まったパッケージ。インベントリに所持していれば、後日アカウン

トメールにてアイテムを獲得できる。 

-獲得可能アイテム- 

Q.B.D[強化保護] ×10、エナジーコンバーター ×10、新歴史のA.R カードキュ

ーブ ×10、黒猫の耳 ×1、黒猫の靴 ×1、黒猫の手袋 ×1 

アイテム名 アイテム説明 

 

BSK ブローチキューブ BSK ブローチをランダムで1 つ獲得できる。 

 

オールスキル 

リバーサー 
全てのスキルを初期段階に戻し、その分のSP を回収する 

 

★４輝くグルトン 

ダブルパッケージ 
★4 輝くグルトンが2 個入っているパッケージ。 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/226


 

■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！  

◇チイ・アルエル実装直前Twitterキャンペーン開催！ 

 

 
 

2019年8月14日(水)にソウルワーカー公式Twitter上で投稿されるキャンペーンツイートを公式リツイートしよう！リツイート

された総数に応じてチイ・アルエル実装時、プレイヤー全員にゲーム内アイテムをプレゼント！さらにダブルチャンスとしてキ

ャンペーン終了時に対象ツイートをリツイートしたフォロワーの中から抽選で20名様にGAMEcomオリジナルWebmoneyカー

ド500円分が当たります！皆でフォロー＆リツイートをしちゃおう♪ 

 

◇「チイ・アルエル実装直前Twitter キャンペーン」開催期間 

2019年8月14日（水）対象ツイート投稿後 ～ 2019年9月5日（木）10:00まで 

 

◇リツイート数でプレゼントされるアイテムを一部ご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「チイ・アルエル実装直前Twitter キャンペーン」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/229 

リツイート数 アイテム名 アイテム名 個数 

50RT 

 

パイナップル味のキャンディ 500 

100RT 
 

銀行倉庫拡張券 1 

 

インベントリ拡張券 1 

150RT 

 

キャラクターポスター選択券 1 

200RT 

 

S コイン 1000 

300RT 

 

声援のヴォイド武器+9 ボックス 1 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/229


 

◇期間限定バーニングイベント「レベルアップブーストスペシャルバーニング」開催！ 

 

 
 

2019年8月14日(水)の定期メンテナンス後から、「レベルアップブーストスペシャルバーニング」を開催しました。バーニング

期間中は、以下の内容が適用されます。 

 

・モンスター討伐時に獲得できる経験値30％アップ 

・メイズクリア時に獲得できる経験値30％アップ 

・クエストクリア時に獲得できる経験値30％アップ 

・ジェニー獲得量100％アップ 

・アイテムドロップ確率100％アップ 

 

効果がとてもお得なので、この機会に色んなキャラクターで遊んでみよう！ 

 

 

◇「レベルアップブーストスペシャルバーニング」開催期間 

2019 年8 月14 日（水）定期メンテナンス後 ～ 2019 年9 月12 日（木）定期メンテナンス開始まで 

 

 

■「レベルアップブーストスペシャルバーニング」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/228 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/228


 

◇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」開催中！

 

 

◇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方と、久しぶりにプレイされた方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8 月14 日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2019 年8 月22 日(木) 定期メンテナンス開始まで 

2 週目 2019 年8 月22 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2019 年8 月29 日(木) 定期メンテナンス開始まで  

3 週目 2019 年8 月29 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2019 年9 月5 日(木) 定期メンテナンス開始まで 

4 週目 2019 年9 月5 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2019 年9 月12 日(木) 定期メンテナンス開始まで 

 

▽ソウルワーカーを初めてプレイし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 

 

パイナップル味のキャンディ 99 6300 のHP を即時回復できる。クールタイム1 秒。 

 

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 

 

[30%]戦闘教本[1H] 5 1 時間、経験値獲得量が30％上昇。 

 

超高濃縮ビタミンG 5 疲労度が即時に50 回復。 

 

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。ご注意ください。 



 

 

 

   

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8月29日(木) 定期メンテナンス時 (予定) 

2週目 2019年9月5日(木) 定期メンテナンス時 (予定) 

3週目 2019年9月12日(木) 定期メンテナンス時 (予定) 

4週目 2019年9月19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/227 

 

 

■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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