
 

 
 
 

 
2019.12.19 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 

 

 

今年もやります！クリスマス期間限定イベント！ 

新しいコスチュームをゲットして年末年始を楽しもう！ 

 

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12

月19 日(木)のアップデート後より、クリスマス限定イベントを開始しました。また同日、新規ヘアアバターやコスチュームが追

加された事をお知らせします。 

 

■期間限定クリスマスイベント開催中！ 

2019 年12 月19 日(木)のアップデート後から、期間限定のクリスマスイベントを開始しました。ここでしか手に入らないアバ

ターなどがドロップするので挑戦してみよう！ 

  

 
 

 

■ソウルワーカー公式サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp 

  

http://soulworker.gamecom.jp/


 

■クリスマスイベント期間のみの限定メイズ「ロンリークリスマス」がオープン！ 

2019 年12 月19 日(木)のアップデート後から、期間限定クリスマスイベントを開始しました。S コインショップの「NPC グル

トン」より、「[EV] 2019 ツリーオーブ」を購入し、使用する事で限定メイズ「ロンリークリスマス」に挑戦する事ができます！ 

 

◇イベント期間 

2019 年12 月19 日(木)定期メンテナンス後 ～ 2020 年1 月9 日(木)定期メンテナンス開始まで 

 

アイテム名 説明 

 

[EV] 2019 ツリーオーブ 
限定メイズ「ロンリークリスマス」に連れて行ってくれる不思議なオーブ。 

※イベント終了後はアイテム使用不可となる。 

 

2019 クリスマスコイン 
グルトンショップで様々なアイテムと交換してもらえる。 

※イベント終了後はアイテム製作が行えなくなり、100 ジェニーで売却可能。 

※アイテム「[EV] 2019 ツリーオーブ」はキャラクター毎に1 日3 個までの購入制限があり、購入するには1 個あたりゲーム

内で獲得できる通貨が30,000 ジェニー必要となります。 

 

▽限定メイズ「ロンリークリスマス」内部 

 

メイズ内は欲望と現実が漂う独特の雰囲気となっている。メイズ内の敵からはレアアイテム「エナジーコンバーター」や「クリ

スマス手袋ボックス」、「紅炎の形象」などが獲得できるので攻略してみよう！ 

 

▽イベントで獲得できるアイテムを一部ご紹介！ 

アイテム名 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。 

 

クリスマス手袋ボックス 各キャラクターに合った、アバター「クリスマス手袋」が獲得できる。 

 

紅炎の形象 各キャラクターに合った、アバター「紅炎の形象」が獲得できる。 



 

▽イベント限定アバター「クリスマス手袋」着用例 

 
現在販売中の「ラブリーサンタ衣装」にもぴったりなデザインとなっているので、両方手に入れよう！ 

 

▽イベント限定アバター「紅炎の形象」着用例 

 
背中に浮かび上がる紅炎は注目度間違いなし！お気に入りキャラクターに装備してみよう！ 

 

 

■「クリスマスイベント」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/263 

  

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/263


 

■綺麗がいっぱい！ゲーム内の装飾変更！ 

2019 年12 月5 日(木)の定期メンテナンス後から、ソウルワーカーのゲーム内は様々に飾り付けられたクリスマス仕様に変更し

ています。クリスマス期間でしか見られないものもあるので、ゲーム内で確認してみよう♪ 

 

◇クリスマス仕様装飾期間 

2019 年12 月5 日(木)定期メンテナンス後 ～ 2020 年1 月9 日(木)定期メンテナンス開始まで(予定) 

 

▽ログイン画面 

 
ソウルワーカー達が集まってクリスマスパーティーを行う様子が描かれている、とても微笑ましい一枚。さらに、ゲーム起動画

面もクリスマス仕様の専用イラストに変更されているので、ぜひ見てみよう！ 

 

▽ゲーム内の各町中にクリスマスツリーを追加 

ロコタウン ディプルス・ホライズン 

  

ロコタウンから、ディプルス・ホライズンまでの各町にクリスマスツリーが登場！その他にも、プレゼントボックスや、真っ赤

なソリなど、様々なクリスマス装飾が町中を彩っています！ 

 

 



 

■期間限定コスチューム「ラブリークリスマス」「ウィンターカジュアル II」販売中！ 

昨年大人気だった「ラブリークリスマス」に武器アバターを追加し、期間限定で再販売！さらに今年は「チイ・アルエル」のコス

チュームが追加されました！また、武器アバターは単品で購入できるので、過去に購入した人もこの機会を逃さないようにしよ

う！ 

 

◇「ラブリークリスマス」販売期間 

2019 年12 月5 日(木)定期メンテナンス後 ～ 2020 年1 月2 日(木)23:59 まで 

 
通常よりも販売期間が長い「ラブリークリスマス」コスチュームを装着して心温まる1 コマを演出してみよう！ 

 

◇「ウィンターカジュアル II」販売期間 

2019 年12 月19 日(木)定期メンテナンス後 ～ 2020 年1 月16 日(木) 定期メンテナンス開始まで 

 
お洒落な冬服で今年のクリスマスイベントを満喫しよう！ 

 

■「期間限定コスチューム」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/310 

http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/310


 

■その他イベントも開催中！年末年始もソウルワーカーで遊ぼう！  

2019 年12 月19 日(水)定期メンテナンス後から年始にかけて、「アルター・オブ・ヴォイドイベント」を開催中！期間中、アル

ター・オブ・ヴォイド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！「新歴史の A.R カードキューブ」や「攻撃

型ブローチキューブ」などの様々なアイテムを獲得しよう！ 

 

 
 

◇「アルター・オブ・ヴォイドイベント」期間 

2019 年12 月19 日(水)定期メンテナンス後 ～ 2020 年1 月9 日(木)定期メンテナンス開始まで 

 

▽「アルター・オブ・ヴォイドイベント」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 

 

新歴史のA.R カードキューブ 3 
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。 

 

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。 

 

パブリックハート 2 
アイテムを使用すると、ソウルワーカーが専用不能時に、自動的に復活

させるアイテム。 

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 

2020年1月16日(木) 定期メンテナンス時 (予定) 

 

 

■「アルター・オブ・ヴォイドイベント」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/265 

  

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/265


 

■毎日ログインしてアイテムを貰おう！ログイン応援イベント開催中！ 

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12 月19 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2019 年12 月26 日(水) 定期メンテナンス開始まで  

2 週目 2019 年12 月26 日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2020 年1 月2 日(木) 8:59 まで 

3 週目 2020 年1 月2 日(木) 9:00 ～ 2020 年1 月9 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、3 週に分かれて開催されます。 

 

◇報酬配布日 

1週目＆2週目 2020年1月9日(木) 定期メンテナンス時 (予定) 

3週目 2020年1月16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/266 

 

 

 

 

 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/266


 

■始めるなら断然今がお得！新規＆復帰応援キャンペーン実施中！ 

年末年始も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します！ソウルワーカーの世界に飛び込もう！ 

 

  

 

◇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12 月19 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2020 年1 月2 日(木)23:59 まで 

2 週目 2020 年1 月3 日(金) 00:00 ～ 2020 年1 月9 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 

 

A.R カードキューブ(★1) 10 使用すると、★1A.R カードを個別の確率で獲得できます。 

 

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 
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。 

※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 2020年1月9日(木) 定期メンテナンス時 (予定) 

2週目 2020年1月16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/264 

 

 

■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。 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
http://soulworker.gamecom.jp/board/event/264
http://soulworker.gamecom.jp/board/event/264
http://soulworker.gamecom.jp/
http://www.wemadeonline.co.jp/

