
 

 

   

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 

 
祝！サービス開始5周年！ 

記念イベント盛りだくさん、プレイするなら今！ 

 

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)

は、2021 年4 月8 日(木)よりサービス開始5 周年を記念した様々なイベントやキャンペーンの開催をお知らせします。 

 

 
 

■5周年特設サイトオープン！ 

このたび、ソウルワーカーは4 月8 日にサービス開始5 周年を迎えます。 

これもひとえに、日頃よりソウルワーカーをプレイしてくださる皆様のおかげです。運営チーム一同厚くお礼申し上げます。 

これからも「新規プレイアブルキャラクターの実装」や「新たなコンテンツの追加」などより一層、 

楽しんでいただけますよう努めてまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

 

現在、5 周年を記念して特設サイトをオープンしておりますので、5 周年記念イベントや新規アイテム情報、 

公式動画配信について詳しい内容をご確認いただけます。 

また、イベントにつきましては、今だけ手に入る新規アイテム、超希少なレアアイテムなど 

豪華報酬をご用意いたしましたので、ぜひご参加ください。 

 

■ソウルワーカー5周年の特設サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/event/26_anniversary 

 

■ソウルワーカー公式サイトはこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/ 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
http://soulworker.gamecom.jp/event/26_anniversary
http://soulworker.gamecom.jp/


 

 

   

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 

■オリジナルグッズプレゼントキャンペーン開催！リアルでもソウルワーカーの世界を楽しもう！ 

 
 

5 周年を記念し抽選でオリジナルグッズやゲーム内アイテムが当たるキャンペーンを開催！ 

当キャンペーンでは、ゲーム内のイベントデイリーミッションをクリアすることで獲得できる「[EV]５周年イベント応募券」を

集め、インベントリに所持していることでキャンペーンの抽選に参加することが出来ます。 

 

▼キャンペーン開催期間 

2021 年4 月8 日(木)定期メンテナンス後 ～ 2021 年4 月28 日(水)定期メンテナンス開始まで 

 

▼イベントで当たるオリジナルグッズをご紹介！ 

 

 

■「オリジナ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/board/event/410 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
http://soulworker.gamecom.jp/board/event/410


 

 

   

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 

■ウィークリーミッションイベント開催！4月8日から毎日解放されるミッションをクリアせよ！  

 
 

5 周年を記念して豪華報酬をGET できるウィークリーミッションを開催！ 

ウィークリーミッションはイベント期間中のみ挑戦できる特別なミッションで、各ミッションの条件を達成すると、 

受け取りボタンを押すだけでアイテムを獲得できます。 

更に、全てのミッションを完了すると受け取れる最終達成報酬には、5 周年限定のアイテムが入っています。 

全てのミッションにチャレンジして豪華報酬を手に入れましょう！ 

 

▼イベント開催期間 

2021 年4 月8 日(木)定期メンテナンス後 ～ 2021 年4 月28 日(水)定期メンテナンス開始まで 

 

 
ウィークリーミッション画面、4 月8 日(木)からタブ「1 日目」のミッションから毎日解放されていく。  

mailto:press@wemadeonline.co.jp


 

 

   

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 

 

 
最終達成報酬に含まれている「5 周年記念ポスター」。和装のチイとステラが愛らしい。 

 

■「ウィークリーミッションイベント」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/408 

  

mailto:press@wemadeonline.co.jp
http://soulworker.gamecom.jp/board/event/408


 

 

   

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 

■再来！グルトン軍団…グルトンリベンジャーズ開催！グルトンVSあなたの戦いが始まる！ 

 
 

今年もムキムキになった彼らがやってきました！5 周年を記念してイベント限定メイズ「リベンジャーズ」開催！ 

ソウルワーカーのマスコット？グルトンたちが強靭な肉体を手に入れあなたに戦いを挑みます。 

 

人類への復讐に燃えるグルトンたちを倒し「[5 周年]記念コイン」を獲得しましょう！ 

集めたコインは様々なアイテムの製作材料となり、周年限定アバターや豪華なアイテムを製作できます！ 

 

▼イベント開催期間 

2021 年4 月8 日(木)定期メンテナンス後 ～ 2021 年4 月28 日(水)定期メンテナンス開始まで 

 

▼「リベンジャーズ」入場方法 

1. 各町のNPC「グルトン<S コインショップ>」の「商店」より、「チケット」タブを開き 

「[ワープオーブ]リベンジャーズ」を購入！ 

2.町で「[ワープオーブ]リベンジャーズ」を使用すると イベント限定メイズ「リベンジャーズ」に挑戦できます。 

※「[ワープオーブ]リベンジャーズ」は1 日1 個のみ購入可能です。 

※ワープオーブはゲーム内通貨である「ジェニー」で購入することができ、リベンジャーズに入場するごとに1 個消費されます。 

 

 

mailto:press@wemadeonline.co.jp


 

 

   

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 

 
押し寄せるグルトンたち！ムキムキマッスル軍団を跳ね返せ！ 

 

 
今年はエフネルの被り物が登場！にんまりとしたお口がチャームポイント！ 

 

■「グルトンリベンジャーズ」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/411 

 

 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
http://soulworker.gamecom.jp/board/event/411


 

 

   

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 

■推しソウルワーカーに栄誉を！「幻の投票チケットを求めて」開催！ 

 
 

ランキング形式のイベントが登場！その名も「幻の投票チケットを求めて」開催！ 

イベント期間中に、各メイズ&レイドのボスを倒すと「[EV]5 周年記念★幻の半券」を獲得できます。 

サーバー内での「[EV]5 周年記念★幻の半券」の所持数をプレイアブルキャラクター毎に集計し、 

順位に応じたイベント称号を「[EV]5 周年記念★幻の半券」を1 個以上所持しているキャラクターに配布いたします！ 

 

また、各プレイアブルキャラクターの中で「[EV]5 周年記念★幻の半券」の所持数が 

一番多かったキャラクターには追加報酬をご用意しております！ 

イベントに参加しての推しソウルワーカーを応援しましょう♪ 

 

▼イベント開催期間 

2021 年4 月8 日(木)定期メンテナンス後 ～ 2021 年4 月28 日(水)定期メンテナンス開始まで 

 

■「幻の投票チケットを求めて」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/413 

 

  

mailto:press@wemadeonline.co.jp
http://soulworker.gamecom.jp/board/event/413


 

 

   

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 

■5周年の祝砲イベント開催！一緒に5周年をお祝いしましょう！ 

 
 

5 周年を記念して特別なイベントクエスト「祝いの花火」が登場！ 

ゲーム内メールから獲得できるイベントアイテム「祝いの花火の製作表」(カウントボックスアイテム)を使用すると、 

アイテム「祝いの花火のメモ」を獲得でき、使用することで「祝いの花火」を受注できます。 

※「祝いの花火の製作表」は合計3 回使用でき、1 回使用すると再使用まで20 時間必要です。 

 

「祝いの花火」はクリアすることで、「秘話のμA.R カードキューブ」や「エナジーコンバーター」などの 

キャラクター強化に役立つアイテムをお得にGET できちゃいます！ 

イベントに参加して、この機会にソウルワーカーを強化しましょう！ 

 

▼イベント開催期間 

2021 年4 月8 日(木)定期メンテナンス後 ～ 2021 年4 月28 日(水)定期メンテナンス開始まで 

 

■「5周年の祝砲イベント」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/415 

  

mailto:press@wemadeonline.co.jp
http://soulworker.gamecom.jp/board/event/415


 

 

   

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 

■豪華報酬GETのため毎日回そう！スペシャルルーレットイベント開催！ 

 
 

5 周年を記念したルーレットイベントを開催！ 

イベント期間中のみ挑戦できる「5 周年デイリーミッション」をクリアし、 

「[EV]5 周年ルーレットチケット」を手に入れましょう！ 

手に入れたチケットを使って「[特製]テラブローチキューブ」など豪華なアイテムをGET できる 

ルーレットを回すことができます！ 

 

▼イベント開催期間 

2021 年4 月8 日(木)定期メンテナンス後 ～ 2021 年4 月28 日(水)定期メンテナンス開始まで 

 

 
ルーレット画面、「[特製]テラブローチキューブ」や「エナジーコンバーター」など豪華報酬をGET しよう！ 

 

■「スペシャルルーレットイベント」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/409 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
http://soulworker.gamecom.jp/board/event/409


 

 

   

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 

■5周年を記念し「イラスト＆スクリーンショットコンテスト」開催！思い出の一枚を投稿しよう！ 

 
 

コンテスト期間中、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！ 

コンテストに参加される方は「ファンアート掲示板」より作品を投稿してください。 

投稿作品の中から運営チームより作品を選んで賞をお送りさせていただきます。 

 

受賞された方には豪華なアイテムを贈呈いたしますので、皆様奮ってご参加ください！ 

また最優秀賞を受賞された方には「ファッションカタログにあるアバターセット」、 

「受賞したイラストのポスターアイテム製作」など珍しいアイテムをご用意しております！ 

参加賞もございますので、試しに挑戦してみませんか？ 

 

▼コンテスト開催期間 

2021 年4 月8 日(木)定期メンテナンス後 ～ 2021 年4 月28 日(水)定期メンテナンス開始まで 

 

▼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、公式サイトの「ファンアート掲示板」に投稿することで 

コンテストに参加できます。 

 

▼テーマ 

「5 周年」または「ソウルワーカーの思い出」 

 

▼結果発表 

2021 年5 月6 日（木）定期メンテナンス終了後（予定） 

 

■「イラスト＆スクリーンショットコンテスト」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/412 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
http://soulworker.gamecom.jp/board/event/412


 

 

   

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 

■激レアアイテムが目白押し「リバースオークション」開催！開催日時を要チェック！ 

 
 

激レアアイテムが目白押し「リバースオークション」を開催いたします！ 

「リバースオークション」はイベントGM による司会によって行われるゲーム内イベントです。 

 

通常では手に入れられないような貴重なアイテム、珍しいアイテムの数々をGETできるチャンスです！ 

一緒に盛り上がりたいという方はお誘いあわせの上、ぜひご参加ください♪ 

 

▼コンテスト開催期間 

2021 年4 月18 日(日) 20:00 頃 ～ イベント終了まで 

 

▼落札結果発表日時 

2021 年4 月18 日（日）当日発表予定 

  

mailto:press@wemadeonline.co.jp


 

 

   

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 

▼リバースオークションとは？ 

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

オークションです。 

 

 
 

▼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)」の受信者に「【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。 

 

 

 

■「リバースオークション」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/event/414 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
http://soulworker.gamecom.jp/board/event/414


 

 

   

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 

■5周年記念パッケージ登場！今年も様々なパッケージをご用意いたしました！ 

 
 

キャラクターを育てるうえで重要となるA.R カードキューブやブローチが獲得できる5 周年限定の豪華パッケージを 

販売いたします！ 

パッケージの中には通常手に入りにくい、強力なアイテムをGET できるキューブアイテムが入っております！ 

期間限定となっておりますので、この機会に是非お買い求めください♪ 

 

▼アイテムモールでの販売期間 

2021 年4 月8 日(木)定期メンテナンス後 ～ 2021 年4 月28 日(水)定期メンテナンス開始まで 

 

■「5周年記念パッケージ」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/445 

  

mailto:press@wemadeonline.co.jp
http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/445


 

 

   

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 

■2021神話の形象キューブ登場！黄金の翼をその背に！ 

 
 

きらめくスタイリングアバターアイテム「神話の形象」を獲得できる「2021 神話の形象キューブ」を期間限定で 

販売いたします！ 

キューブからは「神話の形象」以外にもソウルワーカーのプレイに役立つ様々なアイテムを獲得できます！ 

またパッケージを購入することで獲得できる「ゴールドウィングチケット」を集めると「神話の形象」を 

製作することも可能です。 

 

▼アイテムモールでの販売期間 

2021 年4 月8 日(木)定期メンテナンス後 ～ 2021 年4 月28 日(水)定期メンテナンス開始まで 

 

 
黄金に輝く「神話の形象」、これで貴方も歴史の観測者の仲間入り？ 

 

■「2021神話の形象キューブ」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/444 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
http://soulworker.gamecom.jp/board/notice/444


 

 

   

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 

■新登場！ソウルパス！毎日コツコツポイントを貯めて豪華報酬GET! 

新コンテンツ「ソウルパス」を実装いたしました！ 

ソウルパスはゲーム画面右下のアイコンより確認でき、イベント期間中にデイリーミッション又はパスミッションをクリアして

ソウルパス専用のポイント「パスポイント」を集めることで、豪華報酬を獲得できる新たなコンテンツです。 

また、「プレミアム」と「無料」があり、「パスアップグレード」を購入されると無料のアイテムが開放されるたび 

プレミアムのアイテムも開放され獲得できます。 

 

▼「プレミアム」と「無料」で獲得できるアイテムについて 

●無料 

・プレミアムより一部貰える報酬のグレードが下がりますが、イベント称号などを獲得できます。 

●プレミアム 

・1300Y.P で「パスアップグレード」を購入すると、追加で豪華報酬を獲得できます。 

・無料より、一部報酬がレアリティの高いものになります。 

※「プレミアム」を購入されても「無料」のアイテムも獲得できます。 

 

▼「5周年パス」開催期間 

2021 年4 月8 日(木)定期メンテナンス後 ～ 2021 年4 月28 日(水)定期メンテナンス開始まで 

 

 
ソウルパスは全部で20 段階あり、「パスポイント」が800 ポイントになることでソウルパス内の1 段階が完了します。 

mailto:press@wemadeonline.co.jp


 

 

   

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 

 

 
画面右下、赤く囲んだアイコンをクリックすることでソウルパスを確認できる。 

 

■「ソウルパス」の詳細はこちら 

http://soulworker.gamecom.jp/guide/112  

mailto:press@wemadeonline.co.jp
http://soulworker.gamecom.jp/guide/112


 

 

   

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 

■『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://www.wemadeonline.co.jp/

