
 

 
 
 

 
2019.10.24 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 

 

 

さらに強く、さらに可愛く！ 

「チイ・アルエル」クラスアップグレード早くも実施！ 

 

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10

月 24 日(木)のアップデートにて、「チイ・アルエル」のクラスアップグレードを実施しました。また、同日期間限定の「チイ・

アルエルクラスアップグレード記念イベント」を開催したことをお知らせします。 

 

■「チイ・アルエル」のクラスアップグレードが早くも登場！ 

2019 年10 月24 日(木)のアップデートにて、「チイ・アルエル」のクラスアップグレードを実施しました。人間になる事を熱

望する決意の物語をどうぞお楽しみください！ 

 

 
 

 

■「チイ・アルエル」クラスアップグレードの特設サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/event/16_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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■「クラスアップグレード」とは 

ソウルワーカーが自身の過去と対峙する事をコンセプトとしたキャラクターストーリーです。クラスアップグレード後は、サブ

ウェポンの追加に加えて新スキルも追加され、キャラクターの見た目にも変化が表れます。 

 

▽クラスアップグレード後のチイ・アルエルとサブウェポンの「弓矢」 

 

◇「チイ・アルエル」のクラスアップグレードをするには？ 

キャラクターのレベルが57 かつ、グラスカバーキャンプのメインクエスト「少女との再会」完了後、グラスカバーキャンプの

NPC「テネブリス」より受諾できる、専用クエストをクリアする必要があります。 

 

■クラスアップグレード後の特徴について 

クラスアップグレード後は、新たなパッシブスキルとして「野生の本能」を習得する事ができます。「野生の本能」はアクティ

ブスキルに「黒い血」の特性を持つスキルを連続使用する事で、強化バフ「漆黒の血」を付与するスキルです。 

 

◇ハイリスク・ハイリターンの特徴をさらに強化するパッシブスキル 

「特性：黒い血」を持っているアクティブスキルは本来消費する「SG(ソウルゲージ)」の代わりにHP を消費することで戦闘能

力を強化するスキルとなっており、連続使用によるリスクを負う事で「漆黒の血」の効果が追加され、戦闘能力をさらに強化す

る事ができるようになります。 

 

「漆黒の血」の効果は最大で10 秒間、クリティカル率10％、SA(スーパーアーマー)破壊量10％増加となり、「黒い血」の効

果で獲得できる強化効果と合わせれば非常に強力なパッシブスキルになります。 

 

スキル名 説明 

 

野生の本能 特性「黒い血」を持つスキルを連続使用する事で、戦闘能力を強化します。 

 

チイ・アルエル サブウェポン「弓矢」 

  



 

■クラスアップグレード後に追加されるアクティブスキル 

クラスアップグレード後には、基本攻撃が変化し習得できるアクティブスキルが追加されます。 

 

▽クラスアップグレード後に追加されるアクティブスキル 

スキル名 説明 

 

猫刀・壱ノ型：瞬 爆裂矢 
「猫刀・壱ノ型：瞬」からの派生となっており、敵へ飛び込むためのチャージ

が無くなり、回転切りが爆裂矢を放つ攻撃に変化します。 

 

猫刀・参ノ型：鷹狩 拡散矢 
「猫刀・参ノ型：鷹狩」からの派生となっており、武器を投擲し、敵を引き寄

せた後、敵を貫通する矢を拡散させて放ちます。 

 

猫刀・壱ノ型・改：迅雷ノ矢 
空中で弓を構え、爆散する矢を放ちます。 

チャージにより、威力上昇させ、矢を収束させます。 

 

猫刀・弐ノ型・改：天蓼花 
空に向かってソウルエナジーの矢を放ちます。矢は空中で爆散し周囲にダメ

ージエリアを生成して、ダメージを与えた敵を混乱させます。 

 

猫刀・秘技：破滅ノ刃 
覚醒状態でのみスキル使用が可能となり、スキル使用時に覚醒が解除されま

す。自身の持つ全能力を駆使して敵を仕留めます。 

 

「猫刀・秘技：破滅ノ刃」は覚醒中のみ使用できるEX スキルです。他のソウルワーカー同様、発動中は無敵となり、今迄「チ

イ・アルエル」では使えなかった戦術も使用できるようになります。 

  

猫刀・秘技：破滅ノ刃 

 



 

 

■チイ・アルエルのバランス調整も同時に実施！ 

2019 年10 月24 日(木)のアップデートにて、「チイ・アルエル」のクラスアップグレードに伴うバランス調整を行いました。

また、バランス調整と共にレベル62 から習得できるアクティブスキルを追加しました。 

 

◇バランス調整の内容 

・特性「黒い血」を持つスキルを習得した際、クールタイムが増加するようにしました。 

・特殊能力マスタリーにおいて、発動時に回復する量を調整しました。 

 

その他にも、各種スキルのダメージ量やバフ効果にも調整を加えることでクラスアップグレード後、他のソウルワーカーとの戦

力差が開き過ぎないようにしています。また、各調整についての詳しい内容は公式サイト更新内容にてご確認ください。 

 

▽アップデート後に追加されたアクティブスキル 

スキル名 説明 

 

捕食者の風格 
腕を擬似ソウルジャンクに変え強力な連続攻撃を加えます。 

※62 スキルはクラスアップグレード前でも、習得可能です。 

 

捕食者の風格 

 

攻撃時には大きな隙ができる反面、非常に強力な攻撃となっているので習得可能レベルになったらぜひ、習得しよう！ 

 

 

■公式サイト「スキル関連情報一覧」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/update/156 
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■ピックアップ開催中！期間限定A.Rカードキューブ販売！ 

2019 年10 月24 日(木)のアップデート後より、新規A.R カード★5「レルペンヌ」、★4「チイ」、★4「ニヒルキングダムの

アルア」、★4「オルカ部隊のべネリス」を追加しました。また、期間限定販売で★5「レルペンヌ」をピックアップした「鮮血

のA.R カードキューブ」を販売します。「鮮血のA.R カードキューブ」では、他の★5A.R カードに比べ★5「レルペンヌ」の排

出確率が高くなっています。さらに「鮮血のA.R カードキューブパッケージ」も同時に販売されます。 

 

▽新規A.R カードデザイン 

 

▽期間限定販売アイテム 

アイテム名 アイテム説明 

 

鮮血の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 枚を獲得できます。 

 

鮮血のA.R カードキューブ 

パッケージ 
鮮血のA.R カードキューブが入ったパッケージ。 

 

※このA.R カードキューブは専用構成でパッケージングされています。そのため、★５A.R カードが出現する場合、[★５レルペ

ンヌ][★５レルペンヌμ]が出現しやすくなっています。 

※★5「レルペンヌ」ピックアップは、★5 排出時に必ず★5「レルペンヌ」が排出されるわけではありません。 

 

 

■「期間限定A.Rカードキューブ」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/296 

レルペンヌ チイ 
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■新規コスチューム販売開始！  

2019 年10 月24 日(木)のアップデート後より、新規コスチューム「共に歩む決意の矢」を販売します。コスチューム「共に歩

む決意の矢」はクラスアップグレード完了後に獲得できる「[EV] 共に歩む決意の矢」と比べて、上衣を脱いでいる事や武器コス

チュームが期間制でない等の違いがあります。 

 

 

 

■アイテム「超時空ラジオ」の価格変更 

2019 年10 月24 日(木)のアップデート後より、アイテム「超時空ラジオ」の販売価格が[50Y.P]→[20Y.P]に変更されます。ま

た、それに伴い「超時空ラジオ」が30 個入ったお得なパッケージ「超時空ラジオパッケージI」も販売を開始します！今まで以

上に超時空ラジオを使用しやすくなるので積極的にPT 募集などしていこう！ 

 

アイテム名 価格 アイテム説明 

 

超時空ラジオ 20Y.P 世界のどこにいても受信可能なラジオ。 

 

超時空ラジオパッケージ I 540Y.P 超時空ラジオが30 個入ったお得なパッケージ。 

 

超時空ラジオパッケージ II 700Y.P 超時空ラジオが50 個入ったお得なパッケージ。 

※超時空ラジオはゲーム内にて全体に向けて送るチャットを使用する為のアイテムで、PT 募集やユーザー同士が行うイベントな

どで使用されます。 

 

[EV]共に歩む決意の矢 共に歩む決意の矢 

  



 

■チイクラスアップグレード記念イベント開催！ 

2019 年10 月24 日(木)のアップデート後より、「チイ・アルエル」のクラスアップグレードを記念してイベントを開催します。 

イベント期間中、「チイ・アルエル」のクラスアップグレードを行うとお祝いパッケージが届いたり、「NPC グルトン」のS コ

インショップから「[EV]調理用カウントボックス」が購入できるようになる2 つイベントが同時に開催します。 

 

 
 

◇「チイクラスアップグレード記念イベント」期間 

2019 年10 月24 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2019 年11 月7 日(木) 定期メンテナンス開始まで 

 

▽クラスアップグレード時に獲得できるパッケージ 

アイテム名 アイテム説明 

 

お祝いパッケージ 
チイ・アルエルのクラスアップグレードを祝うパッケージ。 

今後の活躍を期待しています！ 

 

▽お祝いパッケージから獲得できるアイテム 

アイテム名 個数 アイテム説明 

 

エナジーコンバーター 3 
ソウルウェポンやギア、アクセサリーに 

含まれるエナジーの性質を強制的に変化させる装置。 

 

Q.B.D[強化保護] 10 強化時に装備の破壊を1 回保護します。 

 

新歴史の 

A.R カードキューブ 
5 

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 枚を獲得できます。 

イベント期間中に「チイ・アルエル」をクラスアップグレードすると獲得できるので、頑張って獲得してみよう！ 

 

 

■「チイクラスアップグレード記念イベント」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/253 
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◇お祝いケーキプレゼント大作戦イベント 

「NPC グルトン」のS コインショップから「[EV]調理用カウントボックス」を製作後、毎日「[EV]新鮮な卵」を獲得し、メイズ

内で獲得できる「[EV]ケーキ用ミックスパウダー」と合わせて「[EV]みんな大好きパンケーキ」を製作しよう！製作した「[EV]

みんな大好きパンケーキ」は、S コインショップで様々なアイテムと交換できます！ 

 

◇「お祝いケーキプレゼント大作戦イベント」期間 

2019 年10 月24 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2019 年11 月7 日(木) 定期メンテナンス開始まで 

 

▽[EV]調理用カウントボックスと、獲得できるアイテム 

アイテム名 アイテム説明 

 

[EV]調理用カウントボックス  
[EV]新鮮な卵が一定間隔で出てくる不思議な箱。 

どんな原理で出現しているのかは分からない。 

 

[EV]新鮮な卵 
ケーキを作るのに必要な卵。S コインショップで「[EV]みんな大好きパンケー

キ」を製作する材料として使用する事ができる。 

 

▽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]ケーキ用 

ミックスパウダー  

ケーキを作るのに必要な材料を小麦粉と混ぜて用意されていた物。S コインシ

ョップで「[EV]みんな大好きパンケーキ」の製作材料として使用する事ができ

る。 

 

▽[EV]新鮮な卵と、[EV]ケーキ用ミックスパウダーで製作できるアイテム 

アイテム名 アイテム説明 

 

[EV]みんな大好きパンケーキ  
汗と努力の結果、完成したパンケーキ。 

S コインショップにて、アイテムと交換してもらえる。 

 

▽[EV]みんな大好きパンケーキで交換できるアイテムを一部ご紹介♪ 

アイテム名 アイテム説明 

 

 エナジーコンバーター 
ソウルウェポンやギア、アクセサリーに 

含まれるエナジーの性質を強制的に変化させる装置。 

 

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 枚を獲得できます。 

 

A.R カードキューブ(★1) 使用すると、★1A.R カードを個別の確率で獲得できます。 

A.R カードキューブ(★1)からは強化すると強力な攻撃をする「デウス・エクス・マキナ」や、クラスアップグレードで何かとお

世話になる「ディグニティースナッチャー」などが獲得できます！ 

 

 

 



 

■条件はクリアのみでOK！ゴールデンシタデルイベント！ 

イベント期間中、ゴールデンシタデルのクリア回数に応じて、様々なアイテムをプレゼントします！「50000 エーテルボックス」

や「高級攻撃型タグキューブI」などの様々なアイテムを獲得しよう！ 

 

 
 

◇「ゴールデンシタデルイベント」期間 

2019 年10 月16 日(水)定期メンテナンス後 ～ 2019 年10 月31 日(木)定期メンテナンス開始まで 

 

▽ゴールデンシタデルイベントで獲得できるアイテムの一部を紹介 

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 2 最大5 個のトレードコインをランダムで獲得可能。 

 

50000 エーテルボックス 1 アイテム使用時、50000 エーテルを獲得できる。 

 

高級攻撃型タグキューブI 2 
2 等級(マジック)～5 等級(レジェンド)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。 

途中からのイベント参加でもサーバー報酬などが用意されているので、ぜひ参加してみよう！ 

 

◇報酬配布日 

2019年11月7日(木) 定期メンテナンス時 (予定) 

 

 

■「ゴールデンシタデルイベント」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/251 
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■ログイン応援イベント開催中！毎日ログインしてアイテムを貰おう！ 

ソウルワーカープレイヤー全員を対象に、豪華アイテムが手に入るログイン応援イベントを開催します！「接続時間報酬[90分]」

を獲得した数によって後日アイテムをプレゼント！もちろん、「接続時間報酬[90 分]」を開封してアイテムも獲得できます！ 

 

 
 

◇「ログイン応援イベント」期間 

1 週目：2019 年10 月16 日(水)定期メンテナンス後 ～ 2019 年10 月24 日(木)定期メンテナンス開始まで  

2 週目：2019 年10 月24 日(木)定期メンテナンス後 ～ 2019 年10 月31 日(木)定期メンテナンス開始まで 

 

▽接続時間が90 分経過すると、メールで配布されるアイテム 

アイテム名 アイテム説明 

 

接続時間報酬[90 分] 使用する事で、様々なアイテムを獲得する事ができる。 

 

※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アイテムは「接続時間報酬[90 分]」となります。「接続時間報酬[30 分]」、「接続時間報酬[60 分]」

は対象となりませんのでご注意ください。 

※イベントの参加条件は獲得となりますので、「接続時間報酬[90 分]」は使用しても問題ありません。 

※当イベントは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。 

 

◇報酬配布日 

 1 週目：2019 年10 月31 日(木)定期メンテナンス時 (予定) 

 2 週目：2019 年11 月7 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/252 
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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 

■購入特典も盛りだくさん！推奨ゲーミングPCが登場！ 

2019 年 10 月 24 日(木)に、ソウルワーカーをプレイするのに最適な推奨ゲーミング PC がパソコン販売店ドスパラより登場し

ます！これからソウルワーカーを始める予定の方やパソコンの買い替えをご検討中の方は、ぜひご確認ください！ 

 

 
 

▽購入特典の一部をご紹介 

アイテム名 アイテム説明 

 

推奨ゲーミングPC 

スペシャルパッケージ 

使用すると「祈祷師の装束コスチュームセット」「[期間制]神話の形象ボッ

クス」「チャレンジャーパッケージ」「拡張券パッケージ」「ボーナスカー

ドキーｘ40」「パイナップル味のキャンディｘ500」を獲得する事ができる。 

 

■「推奨ゲーミングPC」の特設サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/event/15_pc 

 

 

■『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。 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
http://soulworker.gamecom.jp/event/15_pc
http://www.wemadeonline.co.jp/

