
 

 
 
 

 
2020.4.16 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 

 

 

大盛況の4周年記念イベント第2弾開始！ 

4月末＆夏に予定している大型アップデート情報もまとめて公開 

 

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RPG『Soulworker』(ソウルワーカー)において、2020 年4 月 16

日(木)に 4 周年記念イベントの第 2 弾を開始いたしました。また、4 周年記念公式生放送にて発表した今後の大型アップデート

に関する情報もあわせてお知らせいたします。 

 

■4 周年のお祭りムードはまだまだ終わらない！4 月 16 日(木)からイベント第 2 弾が新たに開始！  

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周年を迎えました。 

これを記念し、4月2日(木)からさまざまな催しを開催しておりますが、4月16日(木)からはイベント第2弾が開始！ 

すでに実施中のものも含め、お得なイベント＆キャンペーン盛りだくさんの 4周年記念月間に 

まだまだソウルワーカーを遊び尽くしましょう！ 

 

 
 

◇4周年記念イベントの詳細はこちら 

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 周年記念ウィークリーミッションが後半戦に突入！小学生時代のソウルワーカーを描いたポートレー

トアイテムがもらえる 

現在実施中のイベント「ウィークリーミッション」が4月16 日(木)から後半戦に突入し、ミッション内容と報酬が一新されまし

た。期間中に全ミッションを達成すると、小学生時代のソウルワーカーを描いた可愛らしいポートレートをはじめ、エナジーコ

ンバーターやA.R カードなどの豪華なアイテムや、ここでしか手に入らない称号もゲットできます！ 

後半戦も毎日ミッションに挑戦して、豪華プレゼントのゲットを目指しましょう！ 

 

◇イベント実施期間 

2020年4月16日(木) 定期メンテナンス後 ~ 2020年4月29日(水) 午前9時まで 

 

◇イベントの流れ 

(1)イベント期間中、ゲーム内ミニマップの隣に「4周年7日ミッション」のアイコンが表示されます。 

(2)アイコンをクリックするとミッションウィンドウが表示されるので、指定されたミッションをクリア！ 

(3)「報酬受け取り」ボタンを押すとミッションごとに報酬を獲得できます。 

(4)さらには、すべてのミッションをクリアすると全ミッション達成報酬が追加で受け取り可能です！ 

 

ミッション内容 目標 

イベント限定メイズ「リベンジャーズ」をクリアする 開催期間中 合計7回 

ブローチを合成する 開催期間中 合計3回 

装備アイテムを強化する 開催期間中 合計7回 

アイテムを製作する 開催期間中 合計7回 

S コインショップで商品を購入する 開催期間中 合計1000枚分 

 

◇全ミッションクリア報酬として受け取れるアイテム 

全ミッションクリア報酬の「4 周年ウィークリーパッケージ」を開封すると、以下のアイテムを受取れます。 

今回の報酬は初心者プレイヤーにも既存プレイヤーにも幅広く活用していただけるアイテムとなっています。 

 

アイテム名 概要 個数 

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。使用すると、装備アイテムのオプション値を再

抽選する。 

20 個 

A.R カード「輝くグルトン(☆5)」 
グルトンの歴史が刻まれた A.R カード。A.R カードの経験値合成に利

用できる。 
2 個 

[称号]あつまれ 使用すると、称号「あつまれ」をいつでも利用できるようになる。 1 個 

[称号]よねんせい 使用すると、称号「よねんせい」をいつでも利用できるようになる。 1 個 

4 周年記念ポスター マイルームに飾ることができる家具アイテム。 1 個 

4 年生ポートレートボックス 

使用するとポートレートイラストを獲得できるボックス。 

※ポートレートはキャラクターのプロフィール画像に好きなイラストを設定することがで

きるシステムです。 

1 個 

 

※なお、当イベントでは全ミッションのクリア報酬以外に各ミッション単位でもクリア報酬が用意されています。 

詳細はゲーム内をご確認ください。 

  



 

 

 

 
▲「4周年記念ポスター」は、飾るとマイルームがたちまちお祝いムードに。 

 

 

   
 

    
▲「4年生ポートレートボックス」から手に入るポートレートイラスト。 

 

◇4周年記念ウィーク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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■メイズをクリアしまくって報酬をゲット！ソウルジャンク討滅戦イベント開催 

期間中、FP(疲労度)を消費した合計値に応じてプレゼントを受け取れる「ソウルジャンク討滅戦イベント」を実施！ 

FP はメイズをクリアするごとに消費されるので、期間内にたくさんメイズに挑戦して、報酬アイテム大量ゲットを目指しましょ

う！ 

 

 
 

◇イベント実施期間 

2020年4月16日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2020年4月29日(水) 定期メンテナンス前まで 

※2020年4月16日(木) 午前9:00 ～ 2020年4月16日(木) 定期メンテナンス開始までに 

消費したFPも、当イベントの集計対象となります。 

 

◇報酬配布日 

2020年5月7日(木) 定期メンテナンス時に配布(予定) 

 

◇イベントの流れ 

(1)イベント期間中、FP消費対象のメイズをクリア！ 

(2)イベント期間終了時点での総消費量に応じて、後日プレゼントが配布されます。  

※当イベントにおけるFPの消費はメイズをクリアしたタイミングでカウントされ、 

メイズを途中退場した場合はイベント対象としてカウントされませんのでご注意ください。 

 

◇イベント報酬を一部紹介 ※全報酬アイテムの詳細はイベント告知をご確認ください。 

 

総消費FP 配布アイテム 概要 

500 コスチューム交換券ボックス 
開封するとトレードコインを獲得できる。 

※トレードコインは、集めることで特定のアバターアイテムと交換することができます。 

1000 A.R カードキューブ(☆1) 使用すると☆1のA.R カードを1枚獲得できる。 

1500 新歴史のA.R カードキューブ 使用すると☆2～☆5のA.R カードを1枚獲得できる。 

2000 ランダム染色スポイト 使用すると手持ちのアバターアイテムを染色することができる。 

 

なお、当イベントでは500～2000の目標FP達成報酬に加えて消費 FP が 1500 を達成するごとに報酬が追加！ 

メイズをクリアしてFPを消費すればするほどどんどん報酬が増えていきます！ 

 

◇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/296 
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■アバターアイテム「新春和装」が新たにチイの衣装を含め再販！華やかな和装で新春を満喫しよう 

アバターアイテム「新春和装」が期間限定で再登場！ 

既存のコスチュームに、最新キャラクターであるチイのコスチュームも加えて販売されます。「新春和装」はゲーム内でも数少な

い和風コスチュームですので、ぜひこの機会にゲットして麗らかな新春気分を満喫しましょう！ 

 

 
▲【再販】既存キャラクターの新春和装コスチューム。 

 

 
▲【新登場】チイの新春和装コスチューム。4周年記念イラストで着用しているものと同じデザインになっている。 

 

◇販売期間 

2020年4月16日(木) 定期メンテナンス後 ~ 2020年4月29日(水) 定期メンテナンス前まで 

 

◇「新春和装」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/350 
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■4 周年記念公式生放送も大盛況で終了！放送で公開された新情報まとめ 

 

ソウルワーカーでは、4周年を記念して4月4日(土)に公式生放送を実施！ 

これまでの歩みを振り返る「4周年の軌跡」や、ゲストと一緒にゲームをプレイする「みんなでゲームプレイ」、今後のアップデ

ート情報を一部お知らせする「最新アップデート情報」など、さまざまなコーナーで視聴者の皆さまからご好評をいただきまし

た。今回はこの放送から「最新アップデート情報」コーナーにて発表した新情報についてお知らせします。 

 

※放送の様子は公式Youtubeチャンネルで公開されております。 

リアルタイムで見ることが出来なかったという方も、ぜひこちらからご視聴ください。 

 

◇4周年記念生放送 動画はこちら 

https://www.youtube.com/watch?v=Wti_VQItG3s 

 

◇今回公開された新情報は… 

(1) 4 月29 日に大型アップデート「コラプテッドレコード2 次＆デザイアワーカー」が実装！ 

(2) 2020 年夏には新キャラクター「エフネル」も登場！ 

 

  
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Wti_VQItG3s


 

 

■4 月 29 日に大型アップデート「コラプテッドレコード 2 次＆デザイアワーカー」が実装！ 

2020年4月29日(水)に大型アップデート「コラプテッドレコード2次＆デザイアワーカー」を実装することを発表いたしまし

た。今回はキャラクターのバックボーンを掘り下げる、ストーリーに関わるアップデートが盛りだくさんです！ 

4 周年記念の大規模イベントに続いての大型アップデートを、皆さまぜひお楽しみに！ 

 

◇「コラプテッドレコード」2次アップデート 

ソウルワーカーたちの失われた記憶を紐解くコンテンツ「コラプテッドレコード」の第 2 弾として、今回新たにハル＆アーウィ

ン編が追加されます。ここでは2人が空白で過ごした期間に一体何があったのか、過去の物語を描きます。 

 

 
▲背中合わせで、憂い気な表情のハルとアーウィン。２人の関係とは？ 

 

◇「デザイアワーカー」アップデート 

「デザイアワーカー」は各プレイヤーキャラクターたちが新たな力「デザイア覚醒」を習得できるようになるアップデートです。 

デザイア覚醒状態では一部スキルがより強力になるなど、キャラクターたちの能力が強化されます。 

 

また、「デザイアワーカー」アップデートでは各キャラクターの新たな衣装「デザイアワーカーコスチューム」も登場予定！ 

デザイアワーカーコスチュームは、着用することでキャラクターの音声や一部スキルエフェクトがデザイアワーカー仕様に変化

する特殊な衣装となっており、こちらのコスチュームのイラスト＆アップデートPV は近日公開予定！ 

欲望の力を糧に戦う、ソウルワーカーたちの新たな一面をぜひご期待ください。 

 

 
▲「デザイアワーカー」アップデートロゴ 

  



 

■2020 年夏には新キャラクター「エフネル」も登場！ 

 

4 周年記念生放送では、さらに新キャラクターの実装時期についても情報を公開！ 

8 人目のソウルワーカーとなる「エフネル」が 2020 年夏の大型アップデートで実装されることが明らかになりました。 

 

人間を嫌い、正義を嫌う、自由奔放なキャラクターであると紹介された彼女は、 

いったいどんなバックボーンを背負ってソウルワーカーとして戦うのか？今後の続報にぜひご期待ください！ 

 

 
▲エフネルのイラストも公開！太ももに刻まれたコードには、大きな意味が…？ 

 

  



 

 

 

   

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 

 

■『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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