
 

 

 

   

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 

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 

 

 

新たなワールドレイドボス「ザ・ドゥーム」登場！ 

さらに内容盛りだくさんのソウルワーカー感謝祭も開催！！ 

 

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 RPG『Soulworker』(ソウルワーカー)において、2020 年 9 月24

日(木)に、新規ワールドレイドボス「ザ・ドゥーム」の実装アップデートを実施いたしました。また、アップデートに伴うイベン

ト開始や、アイテムモールの更新についてもお知らせいたします。 

 

■新ワールドレイドボス「ザ・ドゥーム」登場！ 

 
 

2020 年9 月24 日(木)のアップデートより、新たなワールドレイドボス「ザ・ドゥーム」が登場しました！ 

「ザ・ドゥーム」は、既にゲーム内に登場しているボス「ザ・シング」に続いて、第6 区域（ディストリクト6）にて戦える強力

な高難易度レイドボスです！ 

他のプレイヤーと強力して、巨大な敵に立ち向かいましょう！ 
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株式会社 Weｍade Online 担当者：神農 
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◆ワールドレイドボスとは？ 

同じチャンネル内にいるプレイヤー同士で協力して戦う強力なボスです。 

ボスごとに決まった時間に出現し、詳細はゲーム内ミニマップ横にあるワールドレイドボス詳細 UI を開くことで確認できま

す。 

 

◆新ワールドレイドボス「ザ・ドゥーム」とは？ 

第6 区域（ディストリクト6）に登場する、機械仕掛けの新たなワールドレイドボスです。 

 

 
▲新ワールドレイドボス「ザ・ドゥーム」。スチームを噴き出していたり、所々に機械のようなパーツが見受けられる。 
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◆「ザ・ドゥーム」に挑むためには？ 

新ワールドレイドボス「ザ・ドゥーム」に挑むためには、キャラクターレベルが65 以上に達している必要があります。 

 

▼「ザ・ドゥーム」に挑むまでの手順 

1. ワールドレイドボス出現が近くなると、ミニマップ横にある「緊急事態発生」マークが紫色に光る！ 

2. マークをクリックすると、ワールドレイドボスについてのウィンドウが開く！ 

3. ボスが登場する時間を確認して、時間になったら右下の「参加」ボタンから挑もう！ 

 

 
▲ワールドレイドボスについて記載してあるウィンドウ。 

 

 
▲ゲーム内に登場する「ザ・ドゥーム」の姿。新たな脅威にプレイヤー同士で協力して立ち向かおう！ 
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▼ワールドレイドボスを倒すと何が貰える？ 

全サーバー内での討伐回数に応じて、アイテムドロップ率や獲得経験値が上昇するブーストが全員にかかります！討伐回数が

多ければ多いほど、ブーストの内容は豪華に！ 

今回登場した「ザ・ドゥーム」は、一定の確率で珍しいギアファミリアや、NPC「イオ」に渡すことでブローチキューブを一つ

選んで獲得できる「ワールドレイドブローチ変換機」などをドロップします！ 

ドロップアイテムをよりゲットしやすくするために、プレイヤー同士で協力して時間内にたくさん討伐しましょう！ 

 

 
▲「ザ・ドゥーム」を討伐すると得られるブースト効果一覧。たくさん倒せば倒すほど効果の高いブーストを得られる！ 

 

 

◆新ワールドレイドボス「ザ・ドゥーム」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/guide/101 
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■「ソウルワーカー感謝祭」開催！ 

 
 

普段のゲームプレイをサポートするさまざまなブーストイベントや、限定アバターアイテムをゲットできるアイテム製作イベ

ントなどを盛り込んだ「ソウルワーカー感謝祭」を開催！ 

この機会にソウルワーカーをもっと快適にプレイしちゃいましょう！ 

 

◆「ソウルワーカー感謝祭」イベント一覧 

1. 「[EV]2020 感謝祭コイン」を集めて、豪華声優陣のサイン色紙応募証やイベント限定アバターを製作しよう！ 

2. イベント期間中、一部レイドの消費FP が減少！ 

3. イベント期間中、各街の商店や職人NPC とやり取りをした際に上昇する好感度が増加！ 

4. イベント期間中、週末限定で「ソウルウェポン」「ギア」の強化成功率が増加！ 
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イベント(1)「[EV]2020 感謝祭コイン」を集めて、豪華声優陣のサイン色紙応募証やイベント限定アバターを製作しよう！ 

各メイズやレイドのボスキャラクターからイベント期間限定の収集アイテム「[EV]2020 感謝祭コイン」がドロップ！ 

2020 感謝祭コインで製作できる「[EV]サイン色紙応募証」は、インベントリに所持しているだけで豪華声優陣のサイン色紙

が当たる抽選に参加することができます！ 

さらに、「[EV]2020 感謝祭コイン」は限定アバターアイテムをはじめ、ゲームプレイに役立つさまざまなサポートアイテムの

製作素材となるので、期間中にたくさんメイズに挑戦してコインを収集し、一気にキャラクター強化を目指しましょう！ 

 

▼「[EV]2020 感謝祭コイン」から製作できるアイテムの一例 

・豪華声優陣のサイン色紙に応募できる「サイン色紙応募証」 

・限定アバターの「まねきねこ」を獲得できる「まねきねこ選択券」 

・背中に蝶の羽が生える「紫の妖精羽」や「青の妖精羽」 

・使うだけで経験値が獲得できる「EXP ポーション」 

他にも、豪華アイテムが多数！詳細はゲーム内をご確認ください。 

 

 
▲左から、「紫の妖精羽」「青の妖精羽」「まねきねこ（白）」 
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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 

◆イベント(1)の参加方法 

1. 入場時にFP(疲労度)を消費するメイズやレイドに挑戦してボスを倒し、イベントアイテム「[EV]2020 感謝祭コイン」を

集めましょう。 

2. コインを持った状態で各町にいる NPC「グルトン＜S コインショップ＞」に話しかけると、コインを材料にしてさまざま

なアイテムを製作できます。 

 

 
▲NPC「グルトン＜Sコインショップ＞」に話しかけると、製作できるアイテムの一覧が確認できる。 

 

※アイテムの製作可能な数の判定は、キャラクター毎・アカウント毎に行います。 

※すべてのアイテムに製作制限数が設定されております。 

※「[EV]サイン色紙応募証」は2020 年10 月15 日(木)定期メンテナンス開始まで製作可能です。 

※「[EV]2020 感謝祭コイン」はキャラクター毎に1 日に300 個まで獲得することができます。 

※1 日に獲得できる上限数は毎日9:00 にリセットされます。 

※「キャラクターレベル」と「メイズ&レイドへの入場レベル」の差が大きいと、アイテムを獲得できない場合があります。 

 

◆イベント(1)開催期間 

イベント開催期間：2020 年9 月24 日(木)定期メンテナンス後～2020 年10 月15 日(木)定期メンテナンス開始まで 

アイテム製作可能期間：2020 年9 月24 日(木)定期メンテナンス後 ～ 2020 年10 月29 日(木)定期メンテナンス開始まで 
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イベント(2)イベント期間中、一部レイドの消費FP が減少！ 

期間中、一部のレイドに入場するために必要な FP の消費量が減少します！この機会にどんどんメイズに挑戦してキャラクタ

ーを育てましょう！ 

 

◆イベント(2)FP 消費量減少対象レイド 

・ゴールデンシタデル 

・アルター・オブ・ヴォイド(エキスパート) 

・ヒドゥン・ハイドアウト 

・ルナフォール 

 

◆イベント(2)開催期間 

2020 年9 月24 日(木)定期メンテナンス後～2020 年10 月15 日(木)定期メンテナンス開始まで 

 

イベント(3)イベント期間中、各街の商店や職人NPC とやり取りをした際に上昇する好感度が増加！ 

期間中、各街にいる商店・職人NPC とやり取りをした際に上昇する好感度が、普段よりも大幅に増加します！ 

 

◆イベント(3)対象NPC 

・ジャイト 

・ヨミ 

・ゼニス 

・トリシャ 

・アジン 

 

 
▲各町にいる商店・職人NPC と友好を深めよう！ 

 

◆イベント(3)開催期間 

2020 年9 月24 日(木)定期メンテナンス後～2020 年10 月15 日(木)定期メンテナンス開始まで 
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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 

 

イベント(4)イベント期間中、週末限定で「ソウルウェポン」と「ギア」の強化成功率が増加！ 

期間中、各町にいるNPC「トリシャ」から行える「ソウルウェポン」や「ギア」の強化成功率がなんと2 倍になります！ 

強化成功率がアップするイベントは滅多に無いので、この機会に週末はお気に入りの装備をどんどん強くしちゃいましょう！ 

 

 
▲武器の強化をしてくれる職人NPC「トリシャ」。週末は武器や装備をどんどん強化しよう！ 

 

◆イベント(4)開催期間 

2020 年9 月24 日(木)定期メンテナンス後～2020 年10 月15 日(木)定期メンテナンス開始まで 

 

 

◆「ソウルワーカー感謝祭」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/343 
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■アバターアイテム「探偵学園制服」にチイとエフネルが登場＆恒常販売化！ 

すでに恒常販売している「探偵学園制服」コスチュームに、新たにチイとエフネルの衣装が追加されました！  

キャラクターごとに違うデザインのコスチュームとなっており、チイはフリルが付いた可愛らしいデザイン、エフネルはシン

プルなロングコートを着用した個性豊かな探偵になれちゃいます！ 

 

 
▲「探偵学園制服」コスチュームを着用したチイとエフネル。どちらも個性的で可愛らしいデザインとなっています！ 

 

◆販売期間 

2020 年9 月24 日(木)定期メンテナンス終了後～ 

 

 

■「探偵学園制服」の詳細はこちら  

http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/394 

 

■ソウルワーカー公式サイトはこちら  

http://soulworker.gamecom.jp/ 
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■『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. 

公式サイト：http://soulworker.gamecom.jp/ 

 

■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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