2020.8.19 プレスリリース
Weｍade Online Co., Ltd.

シルクロードの覇権を賭けたハンターと盗賊の熱い戦いが今始まる！

『SiLKROAD Revolution』
夏を感じる花火大会！シルク納涼祭を開催！
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、当社で運営する
MMORPG「SiLKROAD Revolution(シルクロードレボリューション)」において、ゲーム内で夏の風物詩を楽しむことができる
シルク納涼祭を開催する事をお知らせします。

■シルク納涼祭 開催！

残暑厳しい中、皆様はどうお過ごしでしょうか？
今夏もシルクロードの世界で花火大会を実施いたします。皆様にも打ち上げ花火をお配りいたしますので、当日は是非ご参加く
ださい。
沢山の花火を打ち上げ、夜空に大きな花を咲かせましょう！

◆イベント開催日時
2020 年 8 月 22 日(土) 21:00

◆イベント詳細
8 月 22 日(土)にコンスタンティノープルで花火大会を行います。今回も全員が参加できるように花火をお配りいたします。
花火は「シルク納涼祭」イベントページ内に設置してある受け取りボタンを押すことでアイテム受け取りフォームへ配布されま
す。
この夏はみんなで花火を打ち上げよう！

◆プレゼントアイテム
プレゼントアイテム

個数

アイテム説明

牡丹(紅色)

10 個

四方に広がる大きな紅色の花火が打ち上げられます。
(交換可/倉庫可)

牡丹(紫色)

10 個

四方に広がる大きな紫色の花火が打ち上げられます。
(交換可/倉庫可)

連発弾

10 個

小さな花火を連続で発射します。
(交換可/倉庫可)

◆シルク納涼祭 詳細はこちら
http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1255

■只今「新規&復帰プレイヤー応援キャンペーン」開催中！

新たにシルクロードの世界に降り立った方、久しぶりにシルクロードの世界に戻ってきた方を対象とした新規&復帰プレイヤー
応援キャンペーンを実施します。
キャンペーン対象者には、それぞれ 20 種類以上におよぶてんこ盛りのサポートアイテムをプレゼント！！
是非この機会に SiLKROAD Revolution をプレイしよう！

◆キャンペーン対象者
・新規プレイヤー応援キャンペーン対象
キャンペーン期間中に初めてゲームをスタートしたお客様。
・復帰プレイヤー応援キャンペーン対象
2020 年 7 月 1 日(水)以降一度もゲーム内にログインしていないお客様。

◆キャンペーン開催期間
2020 年 9 月 2 日(水)定期メンテナンス開始まで

◆新規プレイヤープレゼントアイテム
新規プレイヤーの方には一気にレベルアップを行える経験値 1000%ブースターを始めとし、魔神の力を使用できるナスルン B
やスペシャルチケット(7 日)など、冒険に役立つさまざまなアイテムをプレゼント！

プレゼントアイテム

個数

アイテム説明

ゴールドタイムチケット[28 日]

1個

1 日 3 時間、100%の経験値を追加で取得する事ができる。

スキルゴールドチケット[28 日]

1個

1 日の中で 3 時間、狩りの時 100%のスキル経験値を
追加で取得する事ができる。(交換不可/倉庫可)

自動回復ツール

1個

設定した HP、MP を下回ると自動で回復薬を
使用してくれるツール。(交換不可/倉庫可)

ミミの巻物

1個

「機能性ペット」のミミを 28 日間使用できる。
(交換不可/倉庫可)

ナスルン B

2個

装着すると基本能力値（HP/MP）が増加し、
覚醒させると魔神の力を一定時間使用することができる。
男女用合計 2 個(交換不可/倉庫可)

インベントリ拡張アイテム

1個

インベントリの空きスペース 32 スロットが永久的に
拡張できる。(交換不可/倉庫可)

倉庫拡張アイテム

1個

倉庫の空きスペース 30 スロットが永久的に拡張できる。
(交換不可/倉庫可)

経験値ブースター(1000%)
1 時間(1~49Lv)

20 個

60 分間、取得できる経験値が 1000%増加する。
1～49Ｌｖで使用可能(交換不可/倉庫可)

スキル経験値ブースター
(1000%) 1 時間(1~49Lv)

20 個

60 分間、取得できるスキル経験値が 1000%増加する。
1～49Ｌｖで使用可能(交換不可/倉庫可)

経験値ブースター(1000%)
1 時間(50~100Lv)

5個

60 分間、取得できる経験値が 1000%増加する。
50～100Ｌｖで使用可能(交換不可/倉庫可)

スキル経験値ブースター
(1000%) 1 時間(50~100Lv)

5個

60 分間、取得できるスキル経験値が 1000%増加する。
50～100Ｌｖで使用可能(交換不可/倉庫可)

旅人の移動速度増加呪文書

50 個

60 分間、移動速度を 100%増加することができる。
(交換不可/倉庫可)

HP 回復剤(特)

1000 個

HP 回復剤(特)が入っている鞄。
(交換不可/倉庫可)

MP 回復剤(特)

1000 個

MP 回復剤(特)が入っている鞄。
(交換不可/倉庫可)

60％復活巻物

10 個

その場で復活し、死亡時の経験値ロストを 60%分取り戻す。
(交換不可/倉庫可)

逆帰還書

10 個

任意で一箇所に瞬間移動する事ができる
(交換不可/倉庫可)

瞬間帰還書

50 個

待機時間が無く、一瞬で町へ帰還する事ができる。
(交換不可/倉庫可)

スキルポイント呪文書

3個

ランダムな量のスキルポイントを獲得できる呪文書。
(交換不可/倉庫可)

ステータス回収薬(50Lv 以下)

1個

今まで獲得したステータスポイントを全て回収する。
(交換不可/倉庫可)

スキル回収薬

50 個

スキルポイントを回収してスキル及びマスタリーレベルを
1 つ戻す。(交換不可/倉庫可)

修行者のコイン

2000 個

旅人用の装備品やアイテムと交換できる。
(交換不可/倉庫可)

鸞鳥 アバターセット

2 セット

鸞鳥アバター一式男女用合計 2 セット
(交換不可/倉庫可)

◆復帰プレイヤープレゼントアイテム
復帰キャンペーン対象者の方には、復帰に役立つステータス回収薬やスキルポイント呪文書の他に、10 等級 月の印章セット、
11 等級 彗星の印章セット、12 等級 マジックセットのいずれかをプレゼントさせていただきます！

プレゼントアイテム

個数

アイテム説明

スペシャルチケット

1個

1 日の中で 3 時間、狩りの時 100%の経験値を追加で取得する
事ができ、その他、さまざまな 7 つの恩恵を受けられる特別チケ
ット、28 日間。(交換不可/倉庫可)

スキルゴールドチケット[28 日]

1個

1 日の中で 3 時間、狩りの時 100%のスキル経験値を
追加で取得する事ができる。(交換不可/倉庫可)

自動回復ツール

1個

設定した HP、MP を下回ると自動で回復薬を
使用してくれるツール。(交換不可/倉庫可)

ミミの巻物

1個

「機能性ペット」のミミを 28 日間使用できる。
(交換不可/倉庫可)

ステータス回収薬

1個

全てのステータスを回収する。
(交換不可/倉庫可)

スキル完全初期化
(レベル制限無)

1個

全てのスキル及びマスタリを回収する。
(交換不可/倉庫可)

倉庫拡張アイテム

1個

倉庫の空きスペース 30 スロットが永久的に拡張できる。
(交換不可/倉庫可)

経験値ブースター(1000%)
1 時間(50~100Lv)

10 個

60 分間、取得できる経験値が 1000%増加する。
50～100Ｌｖで使用可能(交換不可/倉庫可)

スキル経験値ブースター
(1000%) 1 時間(50~100Lv)

10 個

60 分間、取得できるスキル経験値が 1000%増加する。
50～100Ｌｖで使用可能(交換不可/倉庫可)

経験値ブースター(1000%)
1 時間(101~120Lv)

10 個

60 分間、取得できる経験値が 1000%増加する。
101~120Ｌｖで使用可能(交換不可/倉庫可)

スキル経験値ブースター
(1000%)1 時間(101~120Lv)

10 個

60 分間、取得できるスキル経験値が 1000%増加する。
101~120Ｌｖで使用可能(交換不可/倉庫可)

経験値ブースター(100%)1 時間

10 個

60 分間、取得できる経験値が 100%増加する。
全てのレベルで使用可能(交換不可/倉庫可)

スキル経験値ブースター
(100%)1 時間

10 個

60 分間、取得できるスキル経験値が 100%増加する。
全てのレベルで使用可能(交換不可/倉庫可)

HP 回復剤(特)

1000 個

HP 回復剤(特)が入っている鞄。
(交換不可/倉庫可)

MP 回復剤(特)

1000 個

MP 回復剤(特)が入っている鞄。
(交換不可/倉庫可)

60％復活巻物

10 個

その場で復活し、死亡時の経験値ロストを 60%分取り戻す。
(交換不可/倉庫可)

逆帰還書

10 個

任意で一箇所に瞬間移動する事ができる
(交換不可/倉庫可)

スキルポイント呪文書

5個

ランダムな量のスキルポイントを獲得できる呪文書。
(交換不可/倉庫可)

鸞鳥 アバターセット

2 セット

鸞鳥アバター一式男女用合計 2 セット
(交換不可/倉庫可)

装備アイテム一式

1 セット

10 等級 月の印章セット、11 等級 彗星の印章セット、
12 等級 マジックセットのいずれかを選択できます。
(交換不可/倉庫可/アップグレード不可)

これからも、さまざまな季節イベントや GM イベント、また豪華なキャンペーンなどゲーム内を盛り上げていきます。
初めての方やお久しぶりの方も、この夏は SiLKROAD Revolution をプレイしませんか！

◆新規&復帰プレイヤー応援キャンペーン 詳細はこちら
http://silkroad.gamecom.jp/board/boardRead.php?boardSeq=23&seq=1245

◆SiLKROAD Revolution 公式サイトはこちら
http://silkroad.gamecom.jp/

■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。

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：神農
E-mail： press@wemadeonline.co.jp

