
 

 
 
 

 
2019.8.29 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 

 

 

「チイ・アルエル」PV公開や公式生放送が決定！ 

情報たっぷりの特設サイトを本日更新！ 

 

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29 日(木)に「チイ・アルエル」の最新PV の公開や公式生放送を決定し、特設サイトを更新しました。また、同日期間限定イ

ベント「グルトンマトリョーシカ」が開催したことをお知らせします。 

 

■7 人目のソウルワーカー「チイ・アルエル」の特設サイトを更新！ 

2019 年 8 月 29 日(木)の定期メンテナンスにて、「チイ・アルエル」特設サイトに最新 PV と公式生放送概要を公開しました。

「チイ・アルエル」の魅力をぜひPV 動画で確認してみよう！また、生放送では視聴者様にアイテムをプレゼントする企画も用意

しているので、要チェックです♪ 

 

 
 

 

■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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■「チイ・アルエル」最新PV 公開！ 

本日2019 年8 月29 日(木)に、「チイ・アルエル」の魅力を詰め込んだPV を公開しました！本PV は「チイ・アルエル」役

の竹達彩奈さんの音声が盛り込まれた最新映像となります！ぜひ、ご覧ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、ド派手なスキルや「チイ・アルエル」となったエピソードの一部等は実際にPV を確認してみよう！ 

実装日に「チイ・アルエル」を作成したくなること間違いなし！ 

 

 

■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 

 

チイの瞳の奥に潜む感情とは？ 

 

刀による連撃！刹那にして敵は崩れ落ちる…。 

 

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


 

■９月3 日(火)「ソウルワーカー公式生放送」配信決定！ 

2019 年9 月12 日(木)に予定している７人目のソウルワーカー「チイ・アルエル」実装に先駆けて、ソウルワーカー初となる

公式生放送の配信を決定しました！本放送では、「チイ・アルエル」役の竹達彩奈さん、「キャサリン」役の近藤玲奈さんをゲ

ストにお迎えしてソウルワーカーの最新情報をお届けします。 

 

 

 

◇番組概要 

シネマトークシステムにより、アニメの中の主人公を操作しているような感覚でアクションゲームを楽しめるMORPG

『Soulworker(ソウルワーカー)』！新たに登場するキャラクターの紹介や新情報、さらに視聴者プレゼントコーナーなど、皆

さんと共に楽しめる生放送をお届けします！ 

 

◇ソウルワーカー「チイ・アルエル」実装直前 公式生放送日程 

 

さらに、生放送に向けてユーザーの皆様から質問を募集します！番組内でソウルワーカー日本運営プロデューサー光春がお答え

しますので、皆様からのたくさんのご応募をお待ちしています！ 

 

◇ソウルワーカー質問募集概要 

質問募集期間 2019 年8 月29 日(木)メンテナンス後 ～ 2019 年9 月1 日(日)23：59 まで 

募集内容 新キャラクター「チイ・アルエル」に対する質問、聞きたいこと、応援メッセージ 

応募方法 公式サイトのお問い合わせよりお送りください 

※質問の募集は2019 年9 月1 日(日)23:59 までとなります。 

※時間の都合や内容によってはすべての質問にお答えできない場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

■「チイ・アルエル」実装直前 公式生放送の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/277 

 

  

放送日時 2019 年9 月3 日(火) 20:00 ～  

出演者 

司会：石黒 (WemadeOnline 広報) 

解説：光春 (ソウルワーカー日本運営プロデューサー) 

ゲスト：竹達彩奈 (声優/チイ・アルエル役) 

ゲスト：近藤玲奈 (声優/キャサリン役) 

配信URL 

ニコニコ生放送：https://live2.nicovideo.jp/watch/lv321697237 

Youtube ライブストリーム：https://www.youtube.com/watch?v=9ByBB_PhiRE 

TwitterLIVE：https://twitter.com/soulworkerjp_gc 

※Periscope URL は当日案内いたします。 

http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/277
https://live2.nicovideo.jp/watch/lv321697237
https://www.youtube.com/watch?v=9ByBB_PhiRE
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■期間限定イベント「グルトンマトリョーシカ」開催！ 
2019年8月29日(木)の定期メンテナンス後より、期間限定イベント「グルトンマトリョーシカ」を開催しました！ミッションを

クリアすると、アイテム「[EV]グルトンマトリョーシカ」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！ 

 

 
 

◇「グルトンマトリョーシカ」開催期間 

2019年8月29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 

 

◇イベント概要 

デイリーミッションをクリアすると、アイテム「[EV]グルトンマトリョーシカ」を獲得でき、「[EV]グルトンマトリョーシカ」

を使用すると、大きさの違う「[EV]グルトンマトリョーシカ」か、アイテム「[EV]輝くギフトボックスLv」が獲得できます。ア

イテム「[EV]輝くギフトボックスLv」は開封すると、様々なアイテムと共に「[EV]輝く粉」が入手できます。「[EV]輝く粉」は

S コインショップのNPC グルトンより、アイテム製作に使用できます。 

 

◇ミッションクリアで獲得できるアイテム 

 

[EV]輝く粉で製作できるアイテムを一部ご紹介♪ 

※獲得できる製作用アイテム「[EV]グルトンマトリョーシカ」で、アイテム「熱望のパッケージIII」を製作する事ができます。 

※アイテム「熱望のパッケージIII」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。 

 

■「グルトンマトリョーシカ」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/235 

アイテム名 アイテム説明 

 

[EV]グルトンマトリョーシカ  グルトンを模したマトリョーシカ人形。 

アイテム名 アイテム説明 

 

[EV]熱望のパッケージ III 

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] ×20、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、アクシジェントコール ×50、収集指針教本[1H] ×1 

 

ディスオーダーズ選択券 
ディスオーダーズソウルウェポン選択券とディスオーダーズギア&アクセサリー

選択券から１つを選択して獲得できる券。 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/235


 

■まだ間に合う！「チイ・アルエルの出席イベント」開催中！ 

「チイ・アルエルの出席イベント」も継続して開催中です！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、残りの期間も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/


 

■その他開催中の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！ 

 

 
 

ソウルワーカー公式Twitter上に投稿されてい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！また、想像を超える参加数のため、追加報酬がすでに決定！まだまだフォロー＆リツイート募集中です♪ 

 

◇「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 

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 

500RT 

 

ランダム染色スポイト 3 

700RT 

 

エナジーコンバーター 2 

1000RT 

 

[期間制]聖騎士 1 

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


 

◇多人数レイドに挑戦しよう！「ザ・プライマル」イベント開催中！

 

 

◇イベント概要 

イベント期間中に難易度を問わず、「ザ・プライマル」に挑戦する事で、様々なアイテムが貰えます！ 

この機会に多人数レイドに挑戦しよう！ 

 

◇開催期間 

2019 年8 月22 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 

 

▽イベントに参加する事で獲得できるアイテムを一部ご紹介♪ 

アイテム名 個数 アイテム説明 

 

コスチューム交換券ボックス 1 トレードコインが獲得できる。 

 

BSK ブローチキューブ 1 BSK ブローチをランダムで1 つ獲得。 

 

パブリックハート 1 
ソウルワーカーが戦闘不能になると、自動的に内部のソウルエナジー

を爆発させる機械。 

 

デバウアーズアクセサリー 

選択券 
1 

デバウアーズシリーズのアクセサリーの内、希望するアイテムを1 つ

選んで獲得できる。 

 

◇報酬配布日 

2019年9月12日(木)定期メンテナンス時 (予定) 

 

■「ザ・プライマル」イベントの詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/231 
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◇レベルを上げてステップアップしよう！レベルアップキャンペーン開催中！

 

 

◇イベント概要 

キャンペーン期間中に、一定レベルに到達すると到達したレベルに応じたアイテムをプレゼントします。 

レベルアップするなら今しかない！ 

 

◇開催期間 

2019 年8 月22 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 

 

▽イベントに参加する事で獲得できるアイテムを一部ご紹介♪ 

アイテム名 個数 アイテム説明 

 

[6 等級]ソウルストーン 

ランダムボックス 
1 6 種類の6 等級ソウルストーンの中から1 個を獲得できる。 

 

ランダム染色スポイト 3 染色リストの中からランダムに染色する事ができる。 

 

5~6 等級攻撃型 

タグキューブ 
1 

5 等級(レジェンド)～6 等級(ヒーロー)の間の攻撃型タグの内、いずれ

か1 つを獲得できるアイテム。 

 

5~6 等級防御型 

タグキューブ 
1 

5 等級(レジェンド)～6 等級(ヒーロー)の間の防御型タグの内、いずれ

か1 つを獲得できるアイテム。 

 

◇報酬配布日 

2019年9月12日(木)定期メンテナンス時 (予定) 

 

■「レベルアップキャンペーン」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/232 
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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」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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