
 

 
 
 

 
2020.2.27 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 

 

 

『ディプルス・ホライズン』追加アップデートを実施！ 

 

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、2020 年2 月

27 日(木)に「ディプルス・ホライズン」追加アップデートを実施しました。また、新規A.R カードの追加や様々なイベントなど

も開催することをお知らせします。 

 

 
 

■「ディプルス・ホライズン」追加アップデートを実施！ 

2020 年2 月27 日(木)に「ディプルス・ホライズン」の追加アップデートを行いました。本アップデートでは新メイズ3 種の追

加、レベルキャップの解放、ストーリーパートが追加されます。 

 

 

■「ディプルス・ホライズン」追加アップデートの特設サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/event/10_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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■新規メイズ3種追加とレベルキャップの解放！ 

「S303」「アンホーリーサナトリウム」「ドーン・オブ・フェイト」の3 種の新規メイズを追加しました！  

 

▽S303 

 
かつて、ネッドカンパニーが研究を行い、その結果ディプルスを現在の姿にしてしまった元凶。 

 

  

このメイズでは、研究員や彼らの実験体の他に、グルトンなどのモンスターもソウルジャンクになっている。 

 

▽アンホーリーサナトリウム 

空白信仰教団とネッドカンパニーにより作られた神殿。教団が掲げるシンボルを各所で目にする事ができる。 

 

  

神殿を警護する黒い騎士達、彼らは何者なのか！？ 



▽ドーン・オブ・フェイト 

 
空白信仰教団の神殿内にそびえる塔の内部、塔の最上階で待つ者とは！ 

 

  

どこかで見た事のあるような敵達がソウルワーカーを待ち受ける！ 

 

 

◇レベルキャップの解放 

 

キャラクターの最大レベルを65 から68 まで解放しました。レベルキャップが解放された事により、スキルポイントの最大値

が増加します。また、各キャラクターのスキルレベルの上限が上がりました。 

 

■「ディプルス・ホライズン」追加アップデートの特設サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/event/10_update 
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■新規A.Rカードを追加！ 

新規A.R カード★5「ロスカー」を追加しました。 

「ロスカー」はSV(ソウルベイパー)とSG(ソウルゲージ)を10 秒毎に回復できるので非常に強力！ 

 

▽新規A.R カード「ロスカー」、「ロスカーμ」 

 

項目 A.R カード「ロスカー」の性能 

アイテム名 ロスカー 

カード種類 HOLD 

効果名 悟り 

効果 装着時、10 秒毎にSV を6 獲得SG を6%回復する。 

※★5A.R カード「ロスカー」、「ロスカーμ」は、★4A.R カード「イオ」とは同時に装着する事はできません。 

 

■詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/update/178 
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■デイリーミッションをクリアして挑戦しよう！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「[EV]グルトンチケット」を獲得できます。獲得したチケ

ットを消費して、ルーレットを利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 

2020 年2 月27 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2020 年3 月12 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 

 

[EV]グルトンチケット グルトンのお手製チケット、使用する事でルーレットを回せる。 

 

▽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 

 

Q.B.D[強化保護] 強化時に装備の破壊を1 回保護します。 

 

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

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！ 

 

◇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！ 

 

■「ルーレットイベント」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/287  

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/287


■レアなブローチを手に入れろ！ブローチ合成確立アップイベント！ 

イベント期間中は、合成によるギガブローチとテラブローチの出現率がアップ！ 

 

 
 

◇イベント期間 

2020 年2 月27 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2020 年3 月12 日(木) 定期メンテナンス前まで 

 

◇イベント概要 

1.メガ以上のブローチ5 個の組み合わせで、合成を行うとギガブローチが確定！ 

2.ギガブローチ5 個の組み合わせで合成を行うと、テラブローチの出現率が2 倍！ 

3.合成機の種類別に10 回以上、ブローチ合成を行うとアイテムをプレゼント！ 

 

※当イベントはSD ブローチ、BSK ブローチ、FOT ブローチ、SIN ブローチに適用され、 

 上記1.2 以外の合成出現率については変更ありません。 

 

▽報酬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。 

 

◇報酬配布予定日 

2020 年3 月19 日(木) 定期メンテナンス時 

 

■「ブローチ合成イベント」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/286 
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■冬が過ぎ出会いの季節！新規&復帰応援キャンペーンを実施！ 

新たな春を迎えるにあたってソウルワーカーを初めてプレイしてみようとお考えの方や、久々にあの人と逢いたいと考えている

方などを対象に新規&復帰プレイヤー応援キャンペーンを実施します。 

 

 
 

◇新規＆復帰応援キャンペーン実施期間 

1 週目 2020 年2 月27 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2020 年3 月5 日(木) 定期メンテナンス開始まで 

2 週目 2020 年3 月5 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2020 年3 月12 日(木) 定期メンテナンス開始まで 

 

◇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皆様と、久しぶりにプレイされた皆様に役立つアイテムをプレゼント！ 

 

▽ソウルワーカーを新規で始め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。 

 

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。 

 

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。 

 

▽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。 

 

アクシジェントコール 50 
使用時、戦闘不能状態のソウルワーカーを 

目覚めさせる。 

 

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。 



 

 

 

   

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：小坂 

E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

※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 

 

◇報酬配布予定日 

1週目 2020年3月12日(木) 定期メンテナンス時 

2週目 2020年3月19日(木) 定期メンテナンス時 

※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/285 

 

 

■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。 
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