
 

 
 
 

 
2019.9.12 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！ 

 

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 9

月12 日(木)のアップデートにて、7 人目のソウルワーカー「チイ・アルエル」を実装しました。また、同日期間限定イベント「チ

イ・アルエル実装記念イベント」を開催したことをお知らせします。 

 

■「チイ・アルエル」がついに実装！ 

2019 年9 月12 日(木)のアップデートにて、7 人目のソウルワーカー「チイ・アルエル」を実装しました。他のソウルワーカー

とは違う立ち位置となるので、ストーリー展開にもご注目ください！ 

 

 
 

 

■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 

  

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


 

■「チイ・アルエル」の特徴について 

7 人目のソウルワーカー「チイ・アルエル」は人とソウルジャンクが融合してソウルワーカーとなったキャラクターで、既存の

ソウルワーカーとは違う存在となります。また、新クラス「ディスペーロア」で使用するソウルウェポンは、「刀」とチイ・ア

ルエル最大の特徴であるソウルジャンクをサブウエポンとして使用する「擬似ソウルジャンク」です。 

 

◇ハイリスク・ハイリターン？他のソウルワーカーとは異なるスキル 

「チイ・アルエル」は「特性：黒い血」を持っており、一部スキルを除いて本来消費する「SG(ソウルゲージ)」の代わりにHP

を消費することで戦闘能力を強化できます。「黒い血」が発動すると自身には「攻撃速度増加」の効果、敵には「獲物捕捉」の

効果を与えて、「獲物捕捉」中の敵を攻撃するとダメージに比例したHP を回復できます！  

 

特性名 説明 

 

黒い血 自身の生命力を消費し、戦闘能力を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「黒い血」発動後、「獲物捕捉」状態の敵にはモヤのようなマークが表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「獲物捕捉」中の敵を攻撃してHP を回復！うまくHP 管理を行って立ち回ろう！ 



 

▽チイ・アルエルのクラス「ディスペーロア」のスキルを一部ご紹介♪ 

スキル名 説明 

 

爪痕 
素早く抜刀し、敵を切り捨てます。最後に周囲の生命力を少量吸収する

事で、HP を[3%]回復します。 

 

血戦態勢 
自身の生命力を消費し、一定時間戦闘力を高めます。使用時に周囲にも

追加効果を与えます。 

 

猫刀・壱ノ型：瞬 
敵に飛び込み、回転切りで攻撃します。周囲の生命力を少量吸収する事

で、HP を[3%]回復します。 

 

猫刀・弐ノ型：隠爪 
居合の構えを取ります。 

追加操作で抜刀しますが、ダメージが減少します。 

 

猫刀・肆ノ型：月斬 回転切りで敵を打ち上げます。 

 

捕食者の宣告 擬似ソウルジャンクで、広範囲を薙ぎ払い、爆発で追撃します。 

 

 

◇「チイ・アルエル」の物語開始場所は「カンダスシティ」から！ 

 

「チイ・アルエル」のみチュートリアルが終了した後は、他のソウルワーカーとは異なり開始場所が「カンダスシティ」からと

なっている。ストーリーも他のソウルワーカーとは違った展開となっているので、注目しよう！ 

 

 

 

 

 



 

■あのキャラクターも喋る！？新規ボイスが追加！  

2019 年9 月12 日(木)のアップデートにて、グラスカバーキャンプとコラプテッドレコードに新しくNPC ボイスが追加されま

した。それに伴い、既にクリアしたグラスカバーキャンプのメインクエストを再受諾できる専用クエストが登場します。コラプ

テッドレコードも再挑戦できるので、もう一度プレイして音声を確かめてみよう！ 

 

▽各NPC の声優を一部ご紹介♪ 

 

その他にも新たにボイスが適用されたNPC が存在するので、ゲーム内にて確認してみよう！ 

 

 

 

 

NPC テネブリス(CV.内田雄馬) NPC グルーウェル (CV.山本兼平) 

  

NPC アルア (CV.近藤玲奈) NPC アキュラス (CV.喜山茂雄) 

  



 

◇クリア済みのメインクエストの受諾方法 

グラスカバーキャンプでのメインクエスト終了後、「グラスカバーキャンプ」の NPC イオより、「[EX/再受諾]グラスカバーキ

ャンプ」を受諾すると、再度メインクエストを進行できます。 

 

NPC イオ 

  

 

◇コラプテッドレコードの進行方法 

グラスカバーキャンプのNPC「汚れた本棚」から購入できるアイテム「穢れた記憶」を使用する事で、専用メイズ「コラプテッ

ドレコード」へ入場する事ができます。各アイテムの獲得にはジェニーが必要となりますが、何度でも挑むことが可能です。 

 

NPC 汚れた本棚 

  

 

 

■レベルアップパッケージ追加！ 

キャラクターのレベルアップ毎に獲得できるレベルアップパッケージにLv65 が追加されます。 

 

▽追加されたアイテムを一部ご紹介♪ 

アイテム名 個数 アイテム説明 

 

高級攻撃型タグキューブII 1 
3 等級(レア)～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。 

 

高級防御型タグキューブII 1 
3 等級(レア)～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。 

 

新歴史の特選 

A.R カードキューブ 
2 

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。 



 

■チイ・アルエル実装記念イベント開催中！  

イベント期間中、7 人目のソウルワーカー「チイ・アルエル」のレベルを上げると、レベル達成報酬にアイテムが追加されます。

この機会にレベルを上げて、豪華アイテムを貰っちゃおう♪ 

 

 
 

◇レベル達成報酬とは 

各キャラクターはゲーム開始時にアイテム「ビギナーボックス」を所持しています。当該アイテムを使用すると、アイテム「報酬

パッケージ(Lv)」が獲得可能となっており、それ以降 Lv5 上昇毎にパッケージを開封でき、ソウルワーカーに合った装備や、回

復アイテムなど様々なアイテムが獲得可能です。 

 

▽アイテムが追加される報酬パッケージ(Lv)一覧 

アイテム名 個数 アイテム説明 

 

報酬パッケージ(Lv20) 1 
50,000 エーテル、エーテルライト破片 ×50、 

ボーナスカードキー ×20 

 

報酬パッケージ(Lv30) 1 
50,000 エーテル、エーテルライト破片 ×50、 

Q.B.D[強化保護] ×5 

 

報酬パッケージ(Lv40) 1 
50,000 エーテル、下級エーテルライト ×30、 

Q.B.D[強化保護] ×10 

 

報酬パッケージ(Lv50) 1 
100,000 エーテル、中級エーテルライト ×30、 

Q.B.D[強化保護] ×15、オールスキルリバーサー ×1 

 

報酬パッケージ(Lv55) 1 
50000 エーテル、エーテルライト破片 ×50、 

Q.B.D[強化保護] ×15、ディスオーダーズソウルウェポン選択券 ×1 

通常で獲得できるアイテムに加え、超豪華なアイテムが獲得できるので期間中に頑張ってレベルを上げよう！ 

※アイテムが追加される、報酬パッケージ(Lv)は新キャラクター「チイ・アルエル」のみとなっております。 

 

 

■新キャラクター「チイ・アルエル実装記念イベント」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/245 

 

 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/245


 

■メイズを回って集めよう！「羽根ペンイベント」開催中！ 

イベント期間中、各メイズのBOSS から「[EV]羽根ペン」がドロップするようになり、集めるとNPC「グルトン」で様々な限定

アイテムと交換できます！また、大人気「[EV]一味違うソウルワーカーポートレート」も交換した素材から製作できるので、全

て手に入れるために1 日の獲得制限400 個を目指してメイズを回ろう！ 

 

 
 

◇イベント期間 

2019 年9 月12 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2019 年9 月26 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]羽根ペン 
数人の画家がクラウドドリーム各地で失った羽根ペン。 

S コインショップで便利なアイテムと交換することができる。 

 

▽イベント期間中に製作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 

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。 

 

▽「[EV]一味違うソウルワーカーポートレート」使用イメージ 

 
 

「一味違うソウルワーカーポートレート」はその名の通り、一風変わったデザインが楽しめます。是非手に入れよう！ 

 

■「羽根ペンイベント」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/244 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/244


 

■店頭でゲーム内限定アイテムが貰えるキャンペーンを開催中！ 

PCショップでおなじみ「ドスパラ」のスマホアプリ「ドスパラアプリ」を登録して、店頭スタッフに掲示いただくと先着でゲー

ム内限定アイテムのシリアルコードをプレゼント中です！先着順での配布となるので早めにドスパラ対象店舗へ行こう！ 

 

 
 

◇キャンペーン期間 

2019年9月12日(木) ～ 2019年9月26日(木) 定期メンテナンス開始まで 

 

 
このPOPが対象店舗の目印となります。限定アイテムは貰ってからゲーム内で確認しよう♪ 

 

◇対象店舗 

・札幌店 

・秋葉原本店 

・八王子店 

・横浜駅前店 

・大阪なんば店 

・名古屋大須店 

・博多店 

 

◇注意事項 

※先着順での配布となります。また数に限りがございます、ご理解ご了承ください。 

※店舗営業時間につきましては、店舗ごとに異なる場合がございます。 

 

■「ドスパラコラボキャンペーン」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/update/149 

http://soulworker.gamecom.jp/board/update/149


 

■目指せレベルアップ！「レベルアップブーストスペシャルバーニング」開催！ 

 

 
 

2019年9月12日(木)のアップデート後から、「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、アップデートで追加された7人目のソウルワーカー「チイ・アルエル」専用のバーニングと週末限定スペシャルバーニング

が以下の日程で適用されます。この機会にレベルアップをしよう！ 

 

◇「チイ・アルエル」専用バーニング開催期間 

2019 年9 月17 日(火) 00:00 ～ 2019 年9 月20 日(金) 23:59 

2019 年9 月24 日(火) 00:00 ～ 2019 年9 月27 日(金) 23:59 

2019 年9 月30 日(月) 00:00 ～ 2019 年10 月4 日(金) 23:59 

 

・モンスター討伐時に獲得できる経験値100％アップ 

 

※上記の効果適用は「チイ・アルエル」のみとなっております。 

 

◇週末限定「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9 月14 日(土) 00:00 ～ 2019 年9 月16 日(月) 23:59 

2019 年9 月21 日(土) 00:00 ～ 2019 年9 月23 日(月) 23:59 

2019 年9 月28 日(土) 00:00 ～ 2019 年9 月29 日(日) 23:59 

2019 年10 月5 日(土) 00:00 ～ 2019 年10 月10 日(木) 定期メンテナンス開始前まで 

 

・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」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/243 

 

 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/243


 

■今度は敵にもなりきれる！？新規コスチューム販売！  

2019年9月12日(木)のアップデート後より、新規コスチューム「エネミーコスチューム」シリーズの販売を開始しました。ソウ

ルワーカーに登場する、個性豊かな敵キャラクターの衣装をモチーフとしたコスチュームです！ 

 

 
各キャラクターでユニークな専用エモーションが行えます！どんな動きなのかは実際に手に入れてからのお楽しみ♪ 

 

 

■「エネミーコスチューム」販売の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/280 

 

http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/280


 

■始めるなら今！新規＆復帰応援キャンペーン実施中！ 

「チイ・アルエル」実装を記念して、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！ 

 

 

◇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9 月12 日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2019 年9 月19 日(木) 定期メンテナンス開始まで 

2 週目 2019 年9 月19 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2019 年9 月26 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9月26日(木) 定期メンテナンス時 (予定) 

2週目 2019年10月3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/242 

 

 

■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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