
オンラインRPG 『RED STONE（レッドストーン）』 

「悪魔」 「武道家」 「ビショップ」の3職がスキル強化！ 
また、年末年始のビックチャンス「レッドストーンドリームくじ」がスタート！ 

 株式会社ゲームオン[本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：李 相燁(イ サンヨプ)]は、今年13周年を迎えた
オンラインRPG『RED STONE（レッドストーン）』において、本日2018年12月19日(水)に、 「悪魔」 「武道家」 「ビ
ショップ」 の3職のスキルバランス強化アップデートを実施いたしました。 
 また、『RED STONE（レッドストーン）』冒険家だけが挑戦できる年末年始のビックチャンスとして、抽選で豪華賞
品が手に入る特別キャンペーン「レッドストーンドリームくじ」を本日開始いたしました。 

報道関係各位 
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2018年12月19日（水） 

株式会社ゲームオン 

■今度は「悪魔」「武道家」「ビショップ」の3職のスキルを強化！ 
 これまで職業間の性能差の調整を目的としたキャラクター改変アップデートを実施してきましたが、今回のアッ
プデート「TRINITY」では、「悪魔」「武道家」「ビショップ」の一部の通常スキルと覚醒スキルの性能を変更し、より
キャラクターの個性をお楽しみいただける内容となっております。 

■抽選で豪華賞品が手に入る冒険家だけのビックチャンス「レッドストーンドリームくじ」！ 
 さらに、この年末年始にレッドストーン冒険家なら誰でも無料で挑戦できる「レッドストーンドリームくじ」を開始い
たしました。「幸運のチケット7種セット」や「プレミアムロトボックス1,000個」といった超レアインゲームアイテム賞品
や「ゲーミングノートPC」や「34インチゲーミングモニタ」といった豪華賞品獲得の大チャンスです！くじは期間中
に3回手に入れることができますので、ぜひ挑戦してみてください。 
 
 新しい楽しみ方が増えた『RED STONE（レッドストーン）』をこの機会に是非お楽しみください。 



「悪魔」 「武道家」 「ビショップ」のバランス調整の他限界突破5段階目開放などのアップデートを実施！ 

【内容】： 
  「悪魔」 「武道家」 「ビショップ」のスキルバランス調整をはじめ、
「エリアボス討伐クエスト」の追加、5段階目の限界突破開放、イ
ンフィニティ武器強化の改善、UIの利便性向上など、キャラク
タースキルバランスの見直しをはじめ、従来のコンテンツの利用
改善を目的としたアップデートを実施いたしました。 
 
【アップデート実施日】：2018年12月19日(水)定期メンテナンス時 

■ 「悪魔」 「武道家」 「ビショップ」スキルバランス調整 
  これまで職業間の性能差の調整を目的としたキャラクター改変アップデートを実施してきましたが、今回のアップデート「TRINITY」で
は、悪魔、武道家、ビショップの一部の通常スキルと覚醒スキルの性能を変更いたしました。この改変によって、一部のアクティブスキル
がリアクション、パッシブ化されて使用感が改善した「悪魔」、一部のスキルにおいて単発攻撃が多段攻撃になるなど、よりPvEでの活躍
が可能となった「武道家」、スキルの攻撃力が底上げされた「ビショップ」など、よりキャラクターの個性をお楽しみいただける内容となって
おります。 

■限界突破バランス調整 & 限界突破称号の5段階目が解放 
 キャラクターのビルドタイプ(物理タイプ・知識タイプ)ともに与えられるダメージの上限値は通常20,000となっていますが、限界突破称号
を取得することで上限値を超えたダメージを与えることができます。今回のアップデートでは、称号の5段階目が解放されると共に、上限
値バランスの調整が行われました。 

※上記は 「悪魔」 「武道家」 「ビショップ」の改変されたスキルの
一部をご紹介しています。 

■「エリアボス討伐クエスト」が実装 
 高レベルプレイヤー向けの共闘コンテンツとして「エリアボス討伐クエスト」が実装されました。クエストには難易度が設定されており、難
易度が高くなるとクリアは難しくなりますが、その分、報酬が豪華になります。報酬はキャラクターのステータスや攻撃力が上昇する討伐
バッジや、究極装備エターナルアルティメットユニークアイテムなどが出現するボックスが与えられます。 

Icon 報酬アイテム 効果

ブラックファイヤー討伐バッジ
[1段階～3段階]

最終ダメージに1%～3%補正
全てのスキルレベル +1～+4

トレジャーボックス
[一般～最上級]

エターナルアルティメット装備アイテムや超越の書、
その他有用なアイテムが出現する。

＜『RED STONE』 「TRINITY」アップデート特設サイト＞ 
http://members.redsonline.jp/update/201812_trinity/ 

アップデート前 アップデート後 

■「悪魔」覚醒スキル【アンタッチャブルボンテージ】 ■「武道家」改変後の通常スキル 

■「ビショップ」覚醒スキル【ディバインエクソシスト】 

Icon スキル名 改変後

クイーンズ
プライド

ダメージの算出方法の見直しが図られ、効果対象が
5体から8体に増加しました。

Icon スキル名 改変後

連打
打撃回数が5回に増加し、スキルの使用効率が改善
されました。

限界突破 称号の効果

1段階
物理 : 21,000
知識：魔法ダメージの限界値を超えた数値の8%が適用

2段階
物理 : 22,000
知識：魔法ダメージの限界値を超えた数値の16%が適用

3段階
物理 : 24,000
知識：魔法ダメージの限界値を超えた数値の24%が適用

4段階
物理 : 26,000
知識：魔法ダメージの限界値を超えた数値の32%が適用

限界突破 称号の効果

1段階
物理 : 23,000
知識：魔法ダメージの限界値を超えた数値の8%が適用

2段階
物理 : 26,000
知識：魔法ダメージの限界値を超えた数値の16%が適用

3段階
物理 : 29,000
知識：魔法ダメージの限界値を超えた数値の24%が適用

4段階
物理 : 32,000
知識：魔法ダメージの限界値を超えた数値の32%が適用

5段階
物理 : 35,000
知識：魔法ダメージの限界値を超えた数値の36%が適用

Icon スキル名 改変後

エクソシズム
リチュアル

ビショップが使えるほぼ唯一の攻撃手段でしたが、
ダメージソースとして力不足であったため、6連打が
範囲攻撃になるよう改変されました。

http://members.redsonline.jp/update/201812_trinity/


さらに豪華賞品ゲットのチャンス！「レッドストーンドリームくじ」開始！ 

■「レッドストーンドリームくじ」賞品(当せん賞品の一部をご紹介しています。) 

インゲームアイテム賞品 
※ゲームプレイで使用できる賞品です。 
 
・【１等】幸運のチケット7種セット 【1名様】 
 奇跡、至高、究極、無限、輪廻、幻想、神秘の7つの 
 幸運のチケットのセット。 
 
・【2等】プレミアムロトBox1,000個 【1名様】 
 レアアイテムがランダムで出現する箱を1,000個。 
  
・【3等】選べる強装備BOX15個【1名様】 
 リストから強力な装備を選んで入手することができる箱。 
 
・【9等】究極クレストBox10個 【5名様】 
 究極クラスのクレストがランダムで出現する箱。 
 
・【10等】陰陽ペット5セット【5名様】 
 レアな陰陽ペットをプレゼント。 
 
・【11等】ソーラーコクーン30個 【50名様】 
 使用すると、ランダムでネフォンクリーチャーが出現する。 

リアルアイテム賞品 
※家電製品等の賞品です。 
 
 
・【４等】ゲーミングノートPC【2名様】 
  製品名：Dell ゲーミングノートPC G5 １５プラチナ 
 
・【5等】ゲーミングモニタ 【2名様】 
  製品名：Dell ALIENWARE シリーズ 34インチゲーミング 
 モニタ AW3418DW 
 
・ 【６等】スピーカー【2名様】 
  製品名：TANNOY ブックシェルフスピーカー  
  Revolution XT 6 
 
・ 【7等】WebMoney 【2名様】 
  製品名：WebMoney10万円分(コード) 
 
・ 【8等】サウンドバー 【2名様】 
  製品名：ソニー サウンドバー HT-Z9F 
 

参加賞 300SP(サービスポイント) 
※サービスポイントは、便利アイテムの交換に利用できるクーポンです。 

【キャンペーン概要】： 
 本キャンペーンは、開催期間中にアイテムモールで「レッドストー
ンドリームくじ」(無料)を交換していただき、「取引番号」を取得する
と、抽選で幸運のチケット7種セットや、プレミアムロトボックス1,000
個といったインゲームアイテムをはじめ、ゲーミングノートPCやゲー
ミングモニタなどのリアルアイテムが当たるキャンペーンとなります。 
 
 キャンペーン期間中、最大3回獲得のチャンスがあり、参加賞とし
て応募者全員に300SP(サービスポイント)がプレゼントされますので
是非ご参加ください。また、2019年1月17日(木)の公式生放送にて
当せん者の発表を行いますので、こちらも合せてご視聴ください。 

【開催期間】： 
全期間： 
2018年12月19日(水)定期メンテナンス後～ 
2019年1月9日(水)定期メンテナンス前まで 
チャンス1 期間： 
2018年12月19日(水)定期メンテナンス後～ 
12月26日(水)定期メンテナンス前まで 
チャンス2 期間： 
2018年12月26日(水)定期メンテナンス後～ 
2019年1月2日(水)14:59まで 
チャンス3 期間： 
2019年1月2日(水)15:00～1月9日(水)定期メンテナンス前まで 

※「ドリームくじ」にご参加いただくには『RED STONE』の 
 会員ID登録が必要です。 
※「取引番号」はアイテムモールの「交換履歴画面」にて 
 ご確認いただけます。 
※ご参加いただく前に必ずキャンペーン注意事項をご確認 
 ください。 

【参加方法】： 
 「RED STONE」の会員IDを取得して、アイテムモールで「ドリーム
くじ」(無料)を交換します。アイテムモールの「利用履歴」画面でド
リームくじの「取引番号」を確認します。 
 

 新規に『RED STONE』を始める方も、久しぶりの方も、すでに遊んでいただいている方もアイテムモールで「ドリームくじ」(無料)を交換す
るだけで参加が可能となっております。本キャンペーンの参加条件の詳細は、「レッドストーンドリームくじ」特設ページをご確認ください。 

■Twitterリツイートキャンペーンも同時開催中！ 
 『RED STONE』公式Twitterアカウントをフォローし、キャンペーン対象ツイートをリツイートすると、 
抽選で毎週10名様(期間合計30名)に、Amazonギフト券3,000円分をプレゼントします。 
 
【開催期間】 
 第1週目： 2018年12月19日(水） ～ 2018年12月26日(水)8：30 
 第2週目： 2018年12月26日(水） ～ 2019年 1月  2日(水)8：30 
 第3週目： 2019年 1月  2日(水） ～ 2019年 1月  9日(水)8：30 

＜『RED STONE』 「レッドストーンドリームくじ」特設サイト＞ 
http://members.redsonline.jp/campaign/dream_lottery/ 

※本ャンペーンは株式会社ゲームオンによる提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。本件に関
するお問い合わせは株式会社ゲームオンまでご連絡お願いいたします。 
※AmazonはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。 

http://members.redsonline.jp/campaign/dream_lottery/


＜『RED STONE』公式サイト＞ 
http://www.redsonline.jp/ 
 
＜『RED STONE』公式メンバーサイト＞ 
http://members.redsonline.jp/ 
 
＜『RED STONE』 「Trinity」アップデート特設サイト＞ 
http://members.redsonline.jp/update/201812_trinity/ 
＜『RED STONE』 「レッドストーンドリームくじ」特設サイト＞ 
http://members.redsonline.jp/campaign/dream_lottery/ 
＜「Twitterリツイートキャンペーン」告知ページ＞ 
http://members.redsonline.jp/news/news_body.asp?ntc_num=12624 
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