
 

 
 
 

 
2019.12.26 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 

 

 

Soulworkerでは年末年始もイベントが盛りだくさん！  

元旦からは新春限定プレミアム福袋も登場！ 

 

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 26 日(木)の定期メンテナンス後より、年末スペシャルウィークリーミッションイベントなど多数のイベントを開始しました。

また、2020 年1 月1 日(水)より新春限定プレミアム福袋の販売が開始することをお知らせします。 

 

■年末年始もイベントが盛りだくさん！ 

2019 年12 月26 日(木)の定期メンテナンス後より、年末スペシャルウィークリーミッションイベントと運試しルーレットイベ

ントが開始しており、どちらのイベントも年末年始ならではの豪華報酬が貰えます！また、新春限定プレミアム福袋は今年も超

豪華なラインナップなので、元旦にゲーム内でチェックしてみよう！年末年始もソウルワーカーをどうぞお楽しみください！  

 

 
 

 

■ソウルワーカー公式サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp 

http://soulworker.gamecom.jp/


 

■年末スペシャルウィークリーミッションイベントが登場！豪華アイテムを貰おう！ 

2019 年12 月26 日(木)のアップデート後より、年末スペシャルウィークリーミッションイベントを開始しました。ゲーム内に

ログインし、ミニマップ左に表示されている「EVENT」アイコンから、毎日更新される様々なミッションに挑んで報酬を獲得し

よう！ 

 

◇イベント期間 

2019 年12 月26 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2020 年1 月9 日(木)09：00 まで 

 

▽年末スペシャルウィークリーミッションイベント画面 

 
ミッションを達成したら「報酬受け取り」ボタンを押して期間中に必ず報酬を受け取ろう！ 

 

▽年末スペシャルウィークリーミッションで獲得できるアイテム 

アイテム名 説明 

 

[EV]ウィークリーミッション 

達成報酬 
年末スペシャルウィークリーミッションを全てクリアする事で獲得できる。 

 

▽年末スペシャルウィークリーミッション達成報酬から獲得できるアイテムを一部ご紹介♪ 

アイテム名 説明 

 

[7 等級]ソウルストーン 

ランダムボックス 

7 等級のソウルストーンの内、いずれか１つを獲得することができるランダム

ボックス。 

 

[EV]新歴史の 

A.R カードキューブ[☆4～5] 

使用すると☆4 ～ ☆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。 

 

[5~6 等級]攻撃型タグキューブ 
5 等級(レジェンド)～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。 

 

[5~6 等級]防御型タグキューブ 
5 等級(レジェンド)～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。 

 

■「年末スペシャルウィークリーミッション」はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/268 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/268


 

■デイリーミッションをクリアして挑戦しよう！運試しルーレットイベント開催！ 

イベント期間中、毎日更新されるデイリーミッションをクリアすると「運試しルーレットチケット」を獲得できます。獲得した

チケットをゲーム内のルーレットで使用すると様々なアイテムが手に入るので挑戦してみよう！  

 

 
 

◇イベント期間 

2019 年12 月26 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 

 

▽デイリーミッションクリアで獲得できるアイテム 

アイテム名 説明 

 

運試しルーレットチケット 運試しルーレットイベントに参加できるチケット。 

 

◇運試しルーレットから獲得できるアイテムをご紹介！ 

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] 強化時に装備の破壊を1 回保護します。 

装備強化などに役立つアイテムも獲得できるので、この機会に装備の強化をしてみよう！ 

 

◇運試しルーレットの画面について 

  

ルーレットを開始する為には、ゲーム画面右下の「ルーレット」と書かれたUI から進もう！ 

 

■「運試しルーレットイベント」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/267 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/267


 

■期間限定パッケージ「2020年新春プレミアム福袋」販売！ 

2020 年1 月1 日(水)00：00 より、「2020 年新春プレミアム福袋」の販売を開始します！今回販売する福袋からは貴重なアイ

テムを獲得できるチャンスとなっていて、中でも目玉アイテムの「A.R カード選択券2020[μ]」は欲しいカードを1 つ選んで獲

得する事ができます。この機会にぜひお求めください！ 

 

 
 

◇販売期間 

2020 年1 月1 日(水) 00：00 ～ 2020 年1 月10 日(金) 23:59 まで 

※公式サイトでのお知らせページにつきましては、2019 年12 月31 日(火)に更新予定となります。 

 

▽「2020 年新春プレミアム福袋」購入時獲得できるアイテム 

アイテム名 説明 

 

2020 年新春プレミアム福袋 
夢が広がるランダムボックス。 

様々なアイテムから1 つ獲得する事ができる。 

 

▽「2020 年新春プレミアム福袋」開封時に獲得できるアイテムの一部をご紹介！ 

アイテム名 説明 

 

タグ改造チップ：絶叫する 
ソウルワーカーの装備品に能力を付与するアイテム。 

効果「武器攻撃力 +511 / 敵追加ダメージ：ボス/ネームド[%] +12%」 

 

機能型BSK：フィール 
ソウルワーカーのアバターに装着する事で、能力を付与するアイテム。 

効果「討伐効果：5 秒間、敵防御度貫通16%増加」 

 

A.R カードスペシャル選択券

2020[μ]シリーズ 

使用すると☆5μ(一部☆4μも可)のA.R カードの中から1 つ選択して、カード

を獲得できる。 

 

その他にも豪華アイテムを多数用意しているので、元旦以降にゲーム内で確認しよう！ 

 

 

■「2020年新春プレミアム福袋」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/318 

 

  

http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/318


 

■GMカウントダウンイベント開催！ 

今年もソウルワーカーをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。１年の締めくくりとして、GM と座談会のような形式で

2019 年を振り返りながらのカウントダウンイベントを行います！ GM や心温まる仲間と一緒に年越しカウントダウンイベント

で新年を迎えましょう！ 

 

 
 

◇イベント期間 

2019 年12 月31 日(火) 23：00 頃 ～ 2020 年1 月1 日(水) 00：30 頃まで  

 

◇参加GM ： スパークル 

 
 

◇場所 ： CH8(チャンネル8)のロコタウン クリスマスステージ付近 

 
集合は「ロコタウン」学校前のクリスマスステージが目印！イベントの参加後には、素敵なプレゼントを用意しています！ 

 

 

■「GMカウントダウンイベント」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/271 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/271


 

■目指せ、貴重アイテム獲得！ヒドゥン・ハイドアウトイベント！  

イベント期間中、ヒドゥン・ハイドアウト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！「呪術の傷痕」や「ギア

エクステンション」などの貴重なアイテムを獲得しよう！ 

 

 
 

◇イベント期間 

2019 年12 月26 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 

 

▽ヒドゥン・ハイドアウトイベントで獲得できるアイテムの一部をご紹介 

アイテム名 個数 アイテム説明 

 

呪術の傷痕 100 
ラパクンバの呪術とソウルエナジーが衝突し、作られた五色の光を放つ未知の

物質。プライマシー装備の製作やその他のアイテム製作に使用できます。 

 

ギアエクステンション 3 ギアの強化に使用される特殊な拡張チップ。 

 

ウェポンエクステンション 3 ソウルウェポンの強化に使用される特殊な拡張ユニット。 

獲得できる「呪術の傷痕」はとても貴重なアイテムなので、途中からでもイベントに参加して報酬を受け取れるようにしよう！ 

 

◇報酬配布日 

2020年1月16日(木) 定期メンテナンス時 (予定) 

 

 

■「ヒドゥン・ハイドアウトイベント」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/269 

  

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/269
http://soulworker.gamecom.jp/board/event/269


 

■制圧せよ！ソウルジャンク討滅戦イベント！ 

イベント期間中、ソウルワーカーの皆さんの活動に応じて、様々なアイテムをプレゼントします！「A.R カードキューブ(★１)」

や「新歴史のA.R カードキューブ」などの様々なアイテムを獲得しよう！ 

 

 
 

◇イベント期間 

2019 年12 月26 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 

 

▽ソウルジャンク討滅戦イベントで獲得できるアイテムの一部をご紹介 

アイテム名 個数 アイテム説明 

 

A.R カードキューブ(★１) 3 使用すると、★1A.R カードを個別の確率で獲得できます。 

 

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。 

 

パブリックハート 3 
アイテムを使用しておくことでソウルワーカーが戦闘不能になると、自

動的に復活させるアイテム。 

 

◇達成条件 

イベント期間中にFP(疲労度)を消費する全メイズにて、既定のFP(疲労度)を消費する。 

※FP(疲労度)の消費はメイズをクリアすることでカウントされ、途中で退場された場合、カウントは行われません。 

※イベントの判定はキャラクター毎に行われます。 

 

◇報酬配布日 

2020年1月16日(木) 定期メンテナンス時 (予定) 

 

 

■「ソウルジャンク討滅戦イベント」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/272 

  

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/272
http://soulworker.gamecom.jp/board/event/272


 

 

 

   

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 

■『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://www.wemadeonline.co.jp/

