
 

 
 
 

 
 2020.4.2 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 

 

 

おかげさまで正式サービス開始から4周年！ 

皆様に感謝の気持ちを込めて4周年記念イベントを開催！ 

 

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、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4 月

2 日(木)定期メンテナンスよりサービス開始4 周年を記念した様々なイベント・キャンペーンを開催する事をお知らせします。 

 

■祝サービス開始4周年！記念イベントを続々開催！ 

ソウルワーカーは2020 年4 月6 日(月)に正式サービス開始から4 周年を迎えます！ 

これを記念して、2020 年 4 月 2 日(木)定期メンテナンス後よりさまざまな4 周年記念イベントを開始しました。期間中は期間

限定イベントメイズをクリアすると手に入る特別なアイテムを素材として利用し、新旧問わずさまざまなアバターアイテムを製

作することもできるので、イベント盛りだくさんのこの機会にソウルワーカーを遊び尽くそう！ 

 

 
 

■ソウルワーカー4周年の特設サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/event/17_4th 

 

■ソウルワーカー公式サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp 
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■4周年記念製作イベントと期間限定メイズ「リベンジャーズ」を実装！ 

期間限定でＳコインショップにて購入できるアイテム「[ワープオーブ]リベンジャーズ」を使用することで、期間限定メイズ「リ

ベンジャーズ」に入場できます。「リベンジャーズ」をクリアすると「[EV]グルトンオーブ」が獲得でき、「[EV]グルトンオーブ」

を基に、様々な4 周年記念アイテムを製作する事ができます。 

 

 
コミカルな被り物アバターが手に入るのは4 周年記念イベント期間だけ！ 

 

◇イベント期間 

2020 年4 月2 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2020 年4 月29 日(水)定期メンテナンス開始まで 

 

▽メイズ「リベンジャーズ」クリア報酬 

アイテム名 獲得数 アイテム説明 

 

[EV]グルトンオーブ 50 グルトン達が復讐する為に集めたオーブ。 

 

▽期間限定メイズから出現する「[EV]グルトンオーブ」を使って製作できる新規アバターアイテム 

アイテム名 製作必要個数 アイテム説明 

 

チイの被り物 40 
大きくて丸い目がチャームポイントであるチイの

姿をした被り物。 

 

ヘンリーの被り物 40 
何か生理的に着心地が悪く感じるヘンリーの姿を

した被り物。 

 

■4周年記念製作イベントイベントと期間限定メイズ「リベンジャーズ」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/event/17_4th 
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■デイリーミッションをクリアして、ルーレットやリアルグッズプレゼントの抽選に参加！ 

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ことで同時開催イベントの参加権となるさまざまなアイテムを受取れ

ます。豪華アイテム＆グッズの獲得を目指して、デイリーミッションをクリアしよう！ 

 

◇イベント期間 

2020 年4 月2 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2020 年4 月29 日(水)定期メンテナンス開始まで 

 

◇イベントの流れ 

(1)毎日更新されるデイリーミッションをクリアして「4 周年ルーレットチケット」や「[EV]4 周年イベント応募券」をゲット！ 

(2)「4 周年ルーレットチケット」を消費してルーレットを回し、プレイに役立つさまざまなアイテムを獲得！ 

(3)「[EV]4 周年イベント応募券」はインベントリに所持していることでリアルグッズの抽選対象になるので、 

イベント終了まで大切に保管しよう！ 

 

▽デイリーミッションで獲得できるアイテム 

アイテム名 獲得数 アイテム説明 

 

[EV]4 周年イベント応募券 1 
インベントリに所持していると、 

抽選でソウルワーカーグッズがもらえる。 

 

4 周年ルーレットチケット 2 4 周年ルーレットに参加できるチケット 

 

◆「4周年ルーレットチケット」でルーレットを回そう！ 

「4 周年ルーレットチケット」を消費してゲーム内のルーレットを利用可能！ 

ルーレットを回して、さまざまなアイテムを毎日お得にゲットしよう！ 

 

▽ルーレットで獲得できるアイテムを一部ご紹介♪ 

アイテム名 獲得数 アイテム説明 

 

[特製]テラブローチキューブ 1 テラブローチをランダムで1 つ獲得できるキューブ。 

 

Q.B.D[強化保護] 1 強化時に装備の破壊を1 回保護します。 

 

■4周年デイリーミッションの詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/event/17_4th 
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■リアルグッズプレゼントキャンペーン開催！ 

4 周年を記念し、ゲーム内と連動したリアルグッズプレゼントキャンペーンを開催！ 

 

◇キャンペーン開催期間 

2020 年4 月2 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2020 年4 月29 日(水)定期メンテナンス開始まで 

 

◇キャンペーン概要 

期間中ゲーム内のさまざまな場面で「[EV] 4 周年イベント応募券」を獲得でき、 

イベント終了時点での応募券の所持枚数に応じて、ソウルワーカー公式オリジナルグッズの抽選に参加できます！ 

今回のイベントが初披露となるグッズも多数登場しているので、毎日ソウルワーカーで遊んで応募券を集めよう！ 

 

※必要条件を満たした全ての景品の抽選の対象となります。 

※当選者へのご連絡は当選結果発表時となります。 

※オリジナルグッズの重複当選はありません。 

 

▽「[EV] 4 周年イベント応募券」の獲得方法 

 

◇抽選対象景品の一部をご紹介 

 

◇当選結果発表 

2020 年5 月14 日(木) 定期メンテナンス終了後 (予定) 

 

■リアルグッズプレゼントキャンペーンの詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/event/17_4th 

  

応募券の獲得方法 期間中の獲得量 説明 

イベントデイリーミッション 
1 日3 個 

(最大81 個) 

イベントデイリーミッションをクリアする事で [EV]4 周年記念コインと

[EV]4 周年イベント応募券を獲得できます。 

接続時間報酬 
1 日3 個 

(最大81 個) 

「[EV]4 周年接続時間」を獲得でき開封する事で接続時間報酬[90 分]と

[EV]4 周年イベント応募券が獲得できます。 

グッズ名 対象人数 応募券必要数 

公式オリジナルタペストリー 20 名 120 個以上所持 

公式オリジナル立体マウスパット 20 名 110 個以上所持 

公式オリジナルプレイマット 10 名 100 個以上所持 

公式オリジナルジグソーパズル 10 名 90 個以上所持 

公式オリジナルアルミパネル 10 名 80 個以上所持 

公式オリジナルモバイルチャージャー 10 名 70 個以上所持 

公式オリジナルWebmoney カード 5 名 60 個以上所持 

http://soulworker.gamecom.jp/event/17_4th


 

■4周年記念「イラスト＆スクリーンショット」コンテスト開催！ 

イベント期間中、テーマに応じたゲーム内スクリーンショットやオリジナルイラストを大募集！ 

優秀作品を投稿された方には豪華賞品をプレゼントします。また、最優秀賞に選ばれたイラストはゲーム内のマイルームに飾れ

るポスターとしても実装予定なので、奮ってご参加ください！ 

 

◇コンテスト期間 

2020 年4 月2 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2020 年4 月29 日(水)定期メンテナンス開始まで 

 

◇今回のテーマ 

「4 周年」または「ソウルワーカーの思い出」 

 

◇参加方法 

スクリーンショットコンテストに参加する場合は【スクリーンショット】、 

イラストコンテストに参加する場合には【イラスト】という文字をタイトルに記載して 

公式サイトの「ファンアート掲示板」に投稿すると、コンテストに参加できます。 

※イラストの場合、画像サイズは「1920x1080」または「1080x1920」以上にしてください。 

 

▽スクリーンショット部門受賞報酬 

 

▽イラスト部門受賞報酬 

 

◇結果発表 

2020 年5 月14 日(木) 定期メンテナンス終了後 (予定) 

 

◇注意事項 

・本イベントへの参加には、ゲーム内でキャラクターを最低一体作成する必要があります。 

・応募作品はオリジナルの未発表作品であるものに限ります。 

・募集テーマとかけ離れている応募作品については、イベント対象外とさせていただく場合がございます。 

・応募作品は弊社に以下の利用を無償で許諾するものとします。 

「Soulworker 広告での使用」「Soulworker ゲーム内での使用」「Soulworker 公式サイトでの使用」 

・実施中のイベントについて運営上、やむを得ない事情により内容の変更、中止をする場合があります。 

受賞項目 報酬 当選人数 

最優秀賞 

ファッションカタログにある欲しいアバターセット 1 つ 

S コイン 10,000 個 

イベント称号 

3 名 

優秀賞 
S コイン 5,000 個 

イベント称号 
5 名 

受賞項目 報酬 当選人数 

最優秀賞 

受賞したイラストのポスターアイテム製作 

50,000 Y.P 

イベント称号 

1 名 

優秀賞 

受賞したイラストのポスターアイテム製作 

10,000 Y.P 

イベント称号 

5 名 



 

■リバースオークション開催！ 

4 周年を記念して、GM イベント「リバースオークション」を開催！ 

特殊なルールのオークションに参加して、豪華景品ゲットを目指しましょう！ 

開催時にはゲーム開始地点の町「ロコタウン」のチャンネル10 にてイベントＧＭが4 周年の挨拶を行わせていただきます！ 

 

◇イベント開催日時 

2020 年4 月12 日(日) 18:00 頃 ～ イベント終了まで 

 

◇落札結果発表日時 

2020 年4 月12 日(日) 当日発表予定 

 

◇イベント概要 

イベント期間中、超時空ラジオを使用してリバースオークションを行います。リバースオークションは通常のオークションとは

異なり、同一金額に入札者が一人、かつ最安値の入札者に購入権利が発生するオークションとなります。 

 

◇入札方法 

入札には、ゲーム内のメールシステム「HEMS(メール)」を使用します。「HEMS(メール)」の受信者を「【イベント】受付係」

と記載して『アラビア数字』のみを使用した入札金額を「HEMS(メール)」のタイトルに記載して、お送りください。 

※アラビア数字の他に、文字や記号を記載すると入札にはなりません。 

※アラビア数字であれば、『全角』『半角』は問いません。 

※1 回の入札につきゲーム内通貨100 ジェニーが必要となりますのでご了承ください。 

 

 

 



 

■4周年記念公式Twitterリツイートキャンペーン！ 

期間中投稿されるイベント対象ツイートをRT された方の中から抽選で、 

「出演声優のサイン色紙」「GAMEcom オリジナルWebmoney カード500 円分」をプレゼントいたします。 

また、キャンペーンツイートのRT 総数次第でゲーム内の全プレイヤーに後日アイテムをプレゼント！ 

 

◇キャンペーン期間 

各対象ツイートごとに、ツイート内に記載いたします。 

 

◇参加方法 

ソウルワーカー公式Twitter アカウント(@soulworkerJP_GC)をフォローし、キャンペーンツイートをリツイートする。 

※キャンペーンツイートは期間中、複数回に分けて投稿されます。 

 

◇プレゼント内容 

・茅野愛衣さん(ハル・エスティア役) サイン色紙 ×3 名 

・下野紘さん(アーウィン・アークライト役) サイン色紙 ×3 名 

・木戸衣吹さん(リリー・ブルームメルヘン役) サイン色紙 ×3 名 

・種田梨沙さん(ステラ・ユニベル役) サイン色紙 ×3 名 

・前野智昭さん(ジン・セイパーツ役) サイン色紙 ×3 名 

・加隈亜衣さん(イリス・ユマ役) サイン色紙 ×3 名 

・竹達彩奈さん(チイ・アルエル役) サイン色紙 ×3 名 

・大西沙織さん(クロエ役) サイン色紙 ×3 名 

・GAMEcom オリジナルWebmoney カード500 円分 ×40 名 

 

◇当選者発表方法 

キャンペーン応募期間終了後、Twitter のダイレクトメッセージにて、当選者の方へご連絡いたします。 

 

◇リツイートキャンペーンプレゼントアイテムを一部ご紹介♪ 

リツイート数 アイテム名 個数 説明 

50RT 

 

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。 

150RT 

 

キャラクターポスター選択券 1 
キャラクターが描かれているポスターの中から 

希望するポスターを1 つ選んで獲得できる。 

300RT 

 

ランダム染色スポイト 10 
染色リストの中からランダムに 

染色する事ができる。 

1000RT 

 

[期間制]神話の形象ボックス 1 
[神話の形象]が入っている。 

30 日間のみ着用できる。 

 

■Twitterリツイートキャンペーンの詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/event/17_4th 
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■期間限定新コスチューム「たいそうぎ」販売開始！ 

 

 
 

新しいコスチュームとして「たいそうぎ」を期間限定で販売開始します。染色システムにも対応しており、なんと！透けちゃっ

たりもします！ぜひ染色をして、あなただけの「たいそうぎ」スタイルで着せ替えを満喫しよう！ 

 

 

 

 

◇販売期間 

2020 年4 月2 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2020 年4 月29 日(水)定期メンテナンス開始まで 

 

■新コスチューム「たいそうぎ」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/342 

http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/342


 

■4周年記念公式生放送を配信、4月4日(土) 夜8時から！ 

4 周年を記念して公式生放送を配信いたします！ 

生放送では、ゲストの方々とのゲームプレイ、視聴者プレゼントなどに加えて 

今後のアップデートの情報も沢山予定しているので、皆さまぜひご視聴ください！ 

 

◇放送日 

2020 年4 月4 日(土) 20:00 ～ 22:00 (予定) 

 

◇生放送URL 

ニコニコ生放送 https://live2.nicovideo.jp/watch/lv325090291 

Youtube ライブストリーム https://youtu.be/Wti_VQItG3s 

TwitterLIVE https://twitter.com/soulworkerjp_gc 

 

◇出演者一覧 

司会/進行：シンノウ（Wemade Online 広報） 

解説：ミツハル（運営プロデューサー） 

ゲスト：加隈亜衣（イリス・ユマ役） 

ゲスト：近藤玲奈（アルア、キャサリン役） 

 

 
 

※敬称略・順不同 

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。 
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■ソウルワーカーを始めるなら＆戻ってくるなら今！新規＆復帰応援キャンペーン！ 

4 周年を記念して、新規&復帰プレイヤー応援キャンペーンを実施！ 

イベント期間中、ソウルワーカーを初めて遊びはじめた皆様と、久しぶりにプレイされた皆様を対象に 

快適なプレイをサポートするアイテムをプレゼントします。 

 

 
 

◇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！ 

 

◇新規＆復帰応援キャンペーン開催期間 

2020 年4 月2 日(木) 定期メンテナンス終了後 ～ 2020 年4 月29 日(水) 定期メンテナンス開始まで 

 

※プレゼントの配布は週単位で区切って行います。 

例：2020 年4 月2 日(木) ～ 4 月9 日(木)定期メンテナンス開始までにプレイを開始された方の場合 

⇒報酬配布は該当集計週の翌メンテナンス日である2020 年4 月16 日(木) 定期メンテナンス時 (予定)に配布されます。 

配布予定日の詳細は公式サイトのキャンペーンページをご確認ください。 

 

▽新規で始めた方へのプレゼントアイテムの一部を紹介 

新規プレイヤーの皆様には、キャラクターを魅力的に着飾るアクセサリーや 

序盤のプレイを快適にサポートする補助アイテムをプレゼント！ 

 

アイテム名 個数 アイテム説明 

 

アクセサリーボックス 1 
開封すると自分のキャラクターに合うアクセサリーを獲得

することができる。 

 

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。 

  



 

 

 

   

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 

▽久しぶりにプレイされた方へのプレゼントアイテムの一部を紹介 

復帰プレイヤーの皆様には、離れていた間の空白を埋めるアイテムをプレゼント！ 

アイテム名 個数 アイテム説明 

 

グルトンコインボックス 

[50～2500] 
3 S コインを50～2500 個の間で獲得できる。 

 

クロエのカードキーボックス 5 最大3 個のボーナスカードキーをランダムで獲得できる。 

 

新歴史の特選A.R 

カードキューブ 
1 

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。 

 

■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/294 

 

 

■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/294
http://soulworker.gamecom.jp/
http://www.wemadeonline.co.jp/

