
 

 

 
 
 

 
2019.10.31 プレスリリース 

Weｍade Online Co., Ltd. 

本格派ファンタジーオンラインRPG 

 

 

「新生R.O.H.A.N」正式サービス13周年！  

特別イベント＆キャンペーンを開催！ 

 

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、当社で運営するMMORPG

「R.O.H.A.N(ロハン、http://www.rohan.jp）」において、2019 年10 月30 日(水)のメンテナンス後よりサービス13 周年を

記念した特別イベントおよびキャンペーンを開始したことをお知らせします。 

 

 
 

■ありがとう！正式サービス13周年！ 

皆様にご愛顧をいただき、七つの種族が織り成す中世風ファンタジーMMORPG「R.O.H.A.N」は2019 年11 月1 日(金)をもち

まして正式サービス開始から13 周年を迎えます。それに伴い、超豪華なプレゼントキャンペーンや限定イベントを2019 年10

月30 日(水)のメンテナンス後より開始しました。益々進化を遂げるMMORPG「R.O.H.A.N」を引き続きお楽しみください！ 

 

 

■13周年特設サイトはこちら 

http://rohan.jp/event/2019/1030_anniversary 

 

■R.O.H.A.N公式サイトはこちら 

http://www.rohan.jp 

  

http://rohan.jp/event/2019/1030_anniversary
http://www.rohan.jp/


 

 

■13周年記念、全員プレゼントキャンペーンを開始！ 

2019 年10 月30 日(水)のメンテナンス後より公式サイトにログイン後、13 周年特設ページにて「プレゼントを受け取る」ボタ

ンを押すだけで豪華なアイテムが貰えるキャンペーンを開始しました。これから R.O.H.A.N を始める人も、R.O.H.A.N を既に

プレイしている人にとっても役立つアイテムが揃っているので、忘れずにログインして受け取ろう！ 

 

 
 

【全員プレゼントキャンペーン開催期間】 

2019 年10 月30 日(水)10：00 ～ 2019 年11 月27 日(水)10：00 まで 

 

◇プレゼントキャンペーンにて貰えるアイテムをご紹介 

イメージ アイテム名 説明 個数 

 

煌めく星 
イベントに参加した証。 

[トレード]不可 
1個 

 

超越石 輝く超越石の入手に必要なアイテム。 1個 

 

EXP袋 使用すると経験値を獲得できる。 5個 

 

成長の印章(30日) 
戦闘で得られる経験値が2倍になる。 

[期間]30日 
1個 

 

和合の印章(30日) 
パーティーで得られる経験値が2倍になる。 

[期間]30日 
1個 

 

成長の印章スペシャル(2時間)(Event) 
2時間、戦闘で得られる経験値が4倍になる。 

[期間]2時間 
13個 

 

和合の印章(3倍)(Event) 
2時間、パーティーで得られる経験値が3倍になる。 

[期間]2時間 
13個 

 

祝福の印章(4倍)(Event) 
2時間、M.Killが4倍になる。 

[期間]2時間 
13個 

 

調和の印章(4倍)(Event) 
2時間、パーティーM.Killが4倍になる。 

[期間]2時間 
13個 



 

 

■ゲームプレイで豪華賞品が当たる！？ログイン抽選キャンペーン開催中！ 

キャンペーン期間中にゲーム内にログインを行ったアカウントの中から、抽選で10名様に豪華賞品が当たります！さらにWチャ

ンスとして合計10日以上ログインをした方の中から、抽選で20名様にお得なゲーム内アイテムをプレゼント！この機会に

R.O.H.A.Nの世界に飛び込んでみよう！ 

 

【ログイン抽選キャンペーン開催期間】 

2019 年10 月30 日(水)10：00 ～ 2019 年11 月27 日(水)10：00 まで 

 

◇ログイン抽選キャンペーンの賞品の一部 

 
 

◇W チャンスにて貰える主なアイテムの一部 

イメージ アイテム名 説明 当選人数 

 

タリスマンシリーズ一式 

「ノーウェンのタリスマン」「ディエガのタリスマン」「ヘスペロ

スのタリスマン」「カシムのタリスマン」「カルラスのタリスマン」

をプレゼントします。 

1名 

 

お好きな権能の宝珠一つ 
権能の宝珠(玄武)、権能の宝珠(白虎)、権能の宝珠(青龍)、権能の

宝珠(朱雀)の中から お好きな宝珠アイテムをプレゼントします。 
3名 

 

王の証 10個 一部コスチュームのリサイクルに必要なアイテムです。 5名 

 

 

■お得な効果がいっぱい！13周年記念・システムイベント 

13 周年を記念して、イベント期間中はゲーム内にて次の効果を受けることができます。 

・獲得経験値500%アップ 

・ドロップ率200%アップ 

・エンチャント成功率30%アップ 

・合成成功率30%アップ 

・生産・エンシェント・アレンダル強化成功率50%アップ 

 

【13 周年記念システムイベント開催期間】 

2019 年10 月30 日(水)定期メンテナンス後 ～ 2019 年12 月4 日(水)定期メンテナンス前まで 



 

 

■13周年記念・スペシャル強化祭開催！ 

イベント期間中に特定のアイテムを強化することで、豪華なアイテムがもらえます！ 

 

 
 

【13 周年記念スペシャル強化祭開催日時】 

2019 年10 月30 日(水)定期メンテナンス後～2019 年12 月4 日(水)定期メンテナンス前まで 

 

◇13 周年スペシャル強化祭りにて貰える主なアイテムの一部 

イメージ アイテム名 説明 取引 

 

煌めく星 
イベントに参加した証。 

[トレード]不可 
2個 

 

エンシェントスキル強化ストーン

(100%)(Event) 

エンシェントスキルの強化を100%の確率で成功する 

[ 期間 ] 30日 
1個 

 

+1強化券III 

+18未満の武器、防具、アクセサリーに使用すると強化値が+1

される。 

※強化値が+18以上のアイテムには使用できません。 

1個 

 

 

■13周年記念・スペシャル販売！アイテムモールキャンペーン 

13周年を記念して通常では販売していない、強化に役立つセットアイテムの販売や、運営チームイチオシのピックアップアイテ

ムを30%オフで販売します！また、BIG5では人気アイテムが同時に登場し、その全てが13周年記念特別確率アップ状態で出現

します。さらに、アイテムモール販売アイテムやBIG5コインを購入すると様々なアイテムをプレゼント！ 

 

 
 

【13 周年記念・スペシャル販売開催期間】 

2019年10月30日(水)定期メンテナンス後 ～ 2019年11月27日(水)定期メンテナンス前まで 

 

【13 周年記念・アイテムモールキャンペーン開催期間】 

2019 年10 月30 日(水)定期メンテナンス後 ～ 2019 年11 月6 日(水)定期メンテナンス前まで 



 

 

■13周年記念・闇商人イベント 

開催日時になると、R.O.H.A.N大陸のどこかに闇商人がやってきます。闇商人は様々な珍しい商品を所持し、大陸各地でアイテ

ムを格安で販売します。ここでしか手に入らない貴重なアイテムを販売していることもあるので、闇商人を探し出してアイテム

をゲットしよう。 

 

 
 

【13 周年記念闇商人イベント開催日時】 

2019 年11 月９日(土) 20:00 ～ アイテム完売まで 

 

◇闇商人が入荷する予定のアイテムの一部 

イメージ アイテム名 説明 取引 

 

人気コスチューム交換券 
クエストを介して、コスチュームを獲得できるアイ

テム。 
1個 

 

洗練された最上級研磨剤 
最上級以下の強化で失敗時、100%強化対象アイテ

ムと強化数値を保存します。 
1個 

 

プレミアム強化ストーン 
「エンシェント装備強化」「アレンダル強化」「生

産装備強化」可能なアイテムを安全に強化できる。 
1個 

 

※上記、13周年記念イベントは前半の内容となります。後半にも様々なイベントの実施を予定しているのでお楽しみに！ 

 

 

■13周年記念イベントの詳細はこちら 

http://www.rohan.jp/news/notice1_v.asp?seq=5715&groupno=1 

 

  

http://www.rohan.jp/news/notice1_v.asp?seq=5715&groupno=1


 

 

■新規＆復帰応援キャンペーン 

2019 年10 月30 日(水)のメンテナンス後より、R.O.H.A.N を新たにプレイする人を対象にした新規応援キャンペーンと、2019

年９月 30 日(月)以降R.O.H.A.N をプレイしていなかった人を対象にした復帰応援キャンペーンを実施します！このキャンペー

ンでは、征服者に到達するために便利なアイテムが揃っているので、この機会を利用してぜひR.O.H.A.N をプレイしよう！ 

 

 
 

【全員プレゼントキャンペーン開催期間】 

2019 年10 月30 日(水)定期メンテナンス後 ～ 2019 年11 月27 日(水)定期メンテナンス前まで 

 

◇新規応援キャンペーンにて貰える主なアイテムの一部 

イメージ アイテム名 説明 個数 

 

EXP袋 使用すると経験値を獲得できる。 25個 

 

60スロットのカバン(Event) 
60種類のアイテムが格納できるカバン。 

[ 期間 ] 永久 
1個 

 

デュラハンの幽霊馬(30日) 
安全地域でも乗れる移動速度が+100％の乗り物。 

[ 期間 ] 30日 
1個 

 

ナイトメアヘッド 
全ての能力値+20、攻撃力+200、防御力+50、HP+500 

[ 期間 ]永久 
1個 

 

ベルゼミュート・ブラックメイル

(永久) 

全ての能力値+20、攻撃力+100、防御力+50のコスチューム 

[ 期間 ] 永久 
1個 

 

 



 

 

   

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 

◇復帰応援キャンペーンにて貰える主なアイテムの一部 

イメージ アイテム名 説明 取引 

 

EXP袋 使用すると経験値を獲得できる。 15個 

 

60スロットのカバン(Event) 
60種類のアイテムが格納できるカバン。 

[ 期間 ] 永久 
1個 

 

征服者のチャリオット(永久) 
ダンジョンでも安全地域でも乗れる移動速度が 

+100%される乗り物。 [ 使用期間 ] 永久  
1個 

 

スキル強化ストーン

(100%)(Event) 
スキルの強化を100％の確率で成功する。 10個 

 

ベルゼミュート・ブラックメイル

(永久) 

全ての能力値+20、攻撃力+100、防御力+50のコスチューム 

[ 期間 ] 永久 
1個 

 

 

■13周年特設サイトはこちら 

http://rohan.jp/event/2019/1030_anniversary 

 

■R.O.H.A.N公式サイトはこちら 

http://www.rohan.jp 

 

 

■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://rohan.jp/event/2019/1030_anniversary
http://www.rohan.jp/
http://www.wemadeonline.co.jp/

