
 

 
 
 

 
2019.11.6 プレスリリース 

Weｍade Online Co., Ltd. 

シルクロードの覇権を賭けたハンターと盗賊の熱い戦いが今始まる！ 

 
 

おかげさまで正式サービス14周年！  

記念イベント＆キャンペーンを本日より開始！ 

 

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、当社で運営する 

MMORPG「SiLKROAD Revolution(シルクロードレボリューション)」において、2019 年11 月4 日(月)を持ちましてSiLKROAD 

Revolution の前身である SiLKROAD ONLINE 正式サービス開始から 14 周年を迎えました。それに伴い、2019 年 11 月 6 日

(水)のメンテナンス後より記念イベントやキャンペーンが開始した事をお知らせします。 

 

 
 

■ありがとう！正式サービス14 周年！ 

2019 年11 月4 日(月)を持ちまして、「SiLKROAD Revolution」は14 周年を迎えました。14 年間の変わらぬご愛顧、誠にあ

りがとうございます！14 周年を記念し、日頃からご愛顧いただいている皆様への感謝の気持ちを込めて、多数のイベントやキャ

ンペーンをご用意しました！これからも「SiLKROAD Revolution」をどうぞよろしくお願いします。 

 

 

■SiLKROAD Revolution 公式サイトはこちら 

http://silkroad.gamecom.jp/main.php 

 

 

  

http://silkroad.gamecom.jp/main.php


 

■目指すはシルクロードの覇者！『S-1 グランプリ2019～拾肆之宴～』開催！ 

14周年を記念して、「S-1グランプリ」を開催します！今年で7回目となる熱き戦いが繰り広げられる舞台にて、鬼と化し全ての

頂点に君臨するのは誰なのか？孤高の戦士達よ、ここに集え！ 

 

 
 

【S-1概要】 

『S-1グランプリ 2019～拾肆之宴～』は、強者達がSiLKROAD Revolution最強の座を争い闘う対人戦イベントです。予選、本

戦と二日間に渡って繰り広げられ、優勝者には豪華な賞品が授与されます。 

 

【予選参加者募集期間】 

2019 年10 月23 日(水)定期メンテナンス後 ～ 2019 年11 月13 日(水)定期メンテナンス前まで 

 

【予選実施日】 

2019 年11 月30 日(土)18:00 開始 

 

【本戦実施日】 

2019 年12 月7 日(土)18:00 開始 

 

▽S-1 優勝者限定賞品の一部を紹介 

イメージ アイテム名 説明 

 

特別称号「英雄王」 
特殊効果:ダメージ25%吸収 

使用期限:無制限 

なし シード権 次回開催の場合の予選免除シード権利 

※上記の他、基本賞品に加えて超豪華なアイテムがもらえます！ 

 

 

■S-1 グランプリ2019～拾肆之宴～ 詳細はこちら 

http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1188 

http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1188


 

■あなたの作品が広告に！？キャッチコピーコンテスト開催 

14周年を記念して、キャッチコピーコンテストを開催します！キャッチコピーコンテストではプレイヤーの皆様からSiLKROAD 

Revolutionのキャッチコピーを募集し、入賞作品制作者様には豪華アイテムをプレゼント！また最優秀賞に選ばれた作品は広告

として実際に使用されちゃうかも！？奮ってご参加ください！ 

 

 
 

【14 周年記念キャッチコピーコンテスト開催期間】 

2019年11月6日(水)定期メンテナンス後 ～ 2019年11月20日(水)定期メンテナンス前まで 

 

■14 周年記念キャッチコピーコンテスト 詳細はこちら 

http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1195  

 

 

■攻めろ！守れ！激闘必至の要塞戦イベント～拾肆之戰焔～ 

ゲーム内にて「和田要塞」を対象として要塞戦イベントを行います。要塞戦開始から要塞戦終了までの間、占有している時間に

応じて占有ポイントを獲得でき、要塞戦終了時点で要塞の占有成否に関わらず、より高ポイントを獲得したギルドに豪華アイテ

ムをプレゼント！皆で力を合わせて戦略を練り、要塞を占有しよう！ 

 

 
 

【要塞戦イベント開催日時】 

2019年11月16日(土)20:00 ～ 21:30まで 

 

■要塞戦イベント～拾肆之戰焔～ 詳細はこちら 

http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1185 

http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1195
http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1185


 

■失敗も突き詰めれば輝ける！14周年記念錬金王イベント開催！ 

イベント期間中に12等級～15等級の武器・防具・盾・装飾を強化錬金して、一定以上の強化値を達成すると素敵な賞品をプレゼ

ント！さらに不運にも最も連続して失敗した方にも超豪華なプレゼントをご用意。力を得るために装備を鍛えよう！ 

 

 
 

【14 周年記念錬金王イベント開催期間】 

2019年11月6日(水)定期メンテナンス後 ～ 2019年11月20日(水)定期メンテナンス前まで 

 

▽一定以上の強化値を達成した際に貰えるアイテム 

強化値条件 イメージ アイテム名 個数 説明 

+5以上達成 

 

瞬間回復の秘薬 10個 
HPとMPをすべて回復します。 

(交換不可/倉庫不可) 

イベント終了時 

+7以上達成 
 

オプションレベル+1 

強化権利 
1回分 

条件を達成した対象装備のオプションレベルを更に

+1強化する権利。 

(+12を超える場合は利用できません) 

イベント終了時 

+12以上達成 

 

限界突破ルーンストーン 1個 

12等級以上かつ強化値+12以上の装備を限界突破強化

することができる。 

失敗時装備アイテムが破壊される。(交換可/倉庫可) 

 

プロテクト 

ルーンストーン 
1個 

限界突破強化失敗時にアイテムの破壊を防ぐ。強化失

敗時、強化値が-1される。強化値12以下には下がらな

い。強化の成否に関係なく消費される。(交換可/倉庫可) 

※オプションレベル+1強化権利はアイテムではありません。 

 

▽15等級最高部門の強化錬金にて貰えるアイテム 

条件 イメージ アイテム名 個数 説明 

最大連続失敗者 
 

称号「ハードラック」 1個 
特殊効果:HP/MP再生率 350%増加 

使用期限:アイテム使用から2週間 

 

福袋 100個 
集めて運営チームへ連絡することで、装備アイテムと

交換できる。(交換可/倉庫可)   

 

■14 周年記念錬金王イベント 詳細はこちら 

http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1192 

http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1192


 

■14 周年記念アイテムモールキャンペーン実施！ 

14周年を記念して、通常より豪華なアイテムが販売されるモールキャンペーンを実施します！さらにキャンペーン期間中にモー

ルアイテムを購入したポイント総額が一定ポイントを超えると、様々な便利アイテムをプレゼント！この機会に手に入れよう！ 

 

 
 

【14 周年記念アイテムモールキャンペーン開催期間】 

2019年11月6日(水)定期メンテナンス後 ～ 2019年11月13日(水)定期メンテナンス前まで 

 

▽ポイント総額で獲得できるアイテムを一部紹介 

必要ポイント イメージ アイテム名 説明 個数 

3,000 

 

経験値ブースター(400%)1時間 

60分間、400%の経験値を追加で取得すること

ができます。ゴールドタイムチケット等と一緒

に使用することができます。(交換可/倉庫可) 

2個 

20,000 

 

銀のカード 
運営チームに連絡することで様々な特典を受け

ることができる。(交換可/倉庫不可) 
1個 

35,000 

 

お好きな魔法属性1個100%権利 

すでに付与済の魔法属性を100%にする権利で

す。付与されていない魔法属性はご選択いただ

けません。   

1個 

 

 

■14 周年記念アイテムモールキャンペーン 詳細はこちら 

http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1193  

  

http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1193


 

■『SiLKROAD すごろく』イベント開催 

アカウント内のキャラクターで1 日1 時間以上ゲームをプレイすると、翌日の5:00 頃に『SiLKROAD すごろく』を1 回プレ

イできるイベントを開催中！すごろくで止まったマスやチェックポイントを通過すると、ゲーム内で使える様々なアイテムを獲

得できます！さらに、見事ゴールしたお客様の中から抽選で超豪華なアイテムをプレゼント！ゲームをプレイしてすごろくで遊

びながらアイテムをゲットしよう♪ 

 

 
 

【14 周年記念SiLKROAD すごろく開催期間】 

2019 年11 月8 日(水)定期メンテナンス後 ～ 2019 年12 月18 日(水)定期メンテナンス開始まで 

 

また、1 日３時間以上のログインを2 日連続して行う度に、すごろくで使用すると「アイテムマス」に止まりやすくなる『ラッ

キーポーション』を獲得できるので連続してSiLKROAD Revolution をプレイしよう！ 

 

▽1日３時間以上のログインを2日連続して行うとWeb上で使えるアイテム 

イメージ アイテム名 説明 個数 

 

ラッキーポーション 
Webイベント『SiLKROADすごろく』で使用すると 

「アイテムマス」に止まりやすくなる。 
1個 

 

▽SiLKROADすごろくで獲得できるアイテムを一部紹介 

イメージ アイテム名 説明 個数 

 

オプションレベル強化呪文書+2 
30分間、装備アイテムの強化等級が+2増加します。 

(交換不可/倉庫可) 
5個 

 

スペシャルチケット[7日] 
ゴールドタイムチケット[7日]を含む様々な7つの恩恵を

受けられる特別チケット。(交換不可/倉庫可) 
1個 

 

旅人のスキルゴールドチケット[7日] 
1日3時間、100%のスキル経験値を追加で取得する事が

できます。(交換不可/倉庫不可) 
1個 

 

 

■SiLKROAD すごろく 特設サイトはこちら 

http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1196 

http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1196


 

■一気にジャンプアップ！「レベルジャンピング」イベント開催！ 

14周年を記念してイベント期間中、新規にアカウントを作成し、キャラクターレベルを35以上に成長させると、一気にレベル101

まで成長できる「レベルジャンピング」イベントを開催！さらに、今回は新規だけでなく、既存・復帰プレイヤーも対象となり、

条件を満たすことで、ジャンピングできます！ぜひこの機会にゲーム内で一緒に成長し、SiLKROAD Revolutionを楽しもう！ 

 

 
 

【14 周年記念レベルジャンピングイベント開催期間】 

2019 年11 月6 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 

 

また、「レベルジャンピング」イベントに参加した方は、様々な便利アイテムがWeb 上の受け取りボタンからGET できるの

で、忘れずに受け取ろう！ 

 

▽「レベルジャンピング」イベントでもらえるアイテムの一部をご紹介 

イメージ アイテム名 説明 個数 

 

旅人のスキルゴールドチケット 

[7日] 

1日の中で3時間、狩りの時100%のスキル経験値を追加で取得す

る事ができる。(交換不可/倉庫可) 
2個 

 

60%復活巻物 死亡時の経験値ロストを60%分取り戻す。(交換不可/倉庫可) 10個 

 

ペガサス 移動手段であるペガサスを召還するアイテム。(交換不可/倉庫可) 50個 

 

装備アイテム一式 

13等級マジックセットの中から、取得マスタリーに応じた種類を

選択できます。 

(交換不可/倉庫可/アップグレード不可/強化値+7) 

1セット 

 

 

■レベルジャンピングイベント 詳細はこちら 

http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1189 

 

http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1189


 

■14 周年記念、「新規＆復帰応援キャンペーン」を開始！ 

2019 年11 月6 日(水)のメンテナンス後より、久しぶりにSiLKROAD Revolution の世界に戻ってきた方、そして新たにシルク

ロードの世界に降り立ったプレイヤーを対象に、便利なアイテムをプレゼントする「新規＆復帰応援キャンペーン」を実施しま

す！この機会にSiLKROAD Revolution の世界に飛び込もう！ 

 

 
 

【新規＆復帰応援キャンペーン開催期間】 

2019 年11 月6 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 

 

▽新規会員登録にて貰えるアイテムの一部をご紹介 

イメージ アイテム名 説明 個数 

 

ゴールドタイムチケット[28日] 
1日3時間、100%の経験値を追加で取得する事ができる。(交換不

可/倉庫可) 
1個 

 

スキルゴールドタイムチケット

[28日] 

1日の中で3時間、狩りの時100%のスキル経験値を追加で取得す

る事ができる。(交換不可/倉庫可) 
1個 

 

インベントリ拡張アイテム 
インベントリの空きスペース32スロットが永久的に拡張できる。

(交換不可/倉庫可) 
1個 

 

経験値ブースター(1000%) 

1時間(1-49Lv) 

60分間、取得できる経験値が1000%増加する。 

1～49Ｌｖで使用可能(交換不可/倉庫可)  
20個 

 

修行者のコイン 旅人用の装備品やアイテムと交換できる。(交換不可/倉庫可) 2000個 

 

機装天使アバターセット 機装天使アバター一式男女用合計2セット(交換不可/倉庫可) 
各1 

セット 



 

 

 

   

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 

▽復帰アカウントにて貰えるアイテムの一部をご紹介 

イメージ アイテム名 説明 個数 

 

ミミの巻物 
「機能性ペット」のミミを28日間使用できる。 

(交換不可/倉庫可) 
1個 

 

ステータス回収薬 
全てのステータスを回収する。 

(交換不可/倉庫可) 
1個 

 

スキル完全初期化 

(レベル制限無) 

全てのスキル及びマスタリーを回収する。(交換不可/倉

庫可) 
1個 

 

経験値ブースター(1000%) 

1時間(101-120Lv) 

60分間、取得できる経験値が1000%増加する。 

101～120Ｌｖで使用可能(交換不可/倉庫可)  
10個 

 

スキル経験値ブースター(1000%) 

1時間(101-120Lv) 

60分間、取得できるスキル経験値が1000%増加する。 

101～120Ｌｖで使用可能(交換不可/倉庫可)  
10個 

 

装備アイテム一式 

10等級 月の印章セット、11等級 彗星の印章セット、 

12等級マジックセットのいずれかを選択できます。 

(強化値+7/交換不可/倉庫可/アップグレード不可) 

1セット 

その他新規・復帰キャンペーンにて貰える豪華アイテムについては公式サイトにてチェック！ 

 

 

■新規＆復帰応援キャンペーン 詳細はこちら 

http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1197 

 

■SiLKROAD Revolution 公式サイトはこちら 

http://silkroad.gamecom.jp/main.php 

 

 

■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://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1197
http://silkroad.gamecom.jp/main.php
http://www.wemadeonline.co.jp/

