
 

報道関係者各位 2019年2月27日（水） 

 

【ゲームオン　プレスリリース】 

PC向けオンラインRPG　『黒い砂漠』 
使用可能クラスや新ギミック追加で「影の戦場」がバージョンアップ！ 

「影の戦場 2019 Spring Season」開幕！ 
～パールやWebMoneyが毎日抽選で当たるキャンペーンも開催～ 

 
　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、オンライ

ンRPG『黒い砂漠』において、本日2019年2月27日（水）に「影の戦場 2019 Spring Season」を開幕

し、「影の戦場」で使用可能なクラスや新ギミックを追加いたしました。 

 

　「影の戦場 2019 Spring Season」では、新たに「ツバキ」「ニンジャ」「格闘家」の3つのクラスが使用できる

ようになり、新しいボスモンスターも登場するなど様々なギミックも追加されております。加えて「練習戦」が

実装され、スキルの練習が行えるようになりました。「練習戦」では、キャラクターに憑依すると全てのスキ

ルを獲得した状態でスタートするため、スキル連携などをじっくり練習いただくことが可能です。 

 

　また、毎日抽選で「WebMoney」や「パール」が当たる「ビッグボーナスキャンペーン」を開催いたします。

期間中、条件を満たした新規と復帰の方にはゲーム内でアバターなどのアイテムと交換できる「パール」

がそれぞれ100名様に、現在プレイされている方には「WebMoney」が10名様に毎日抽選で当たります。 

　条件を満たされた方はゲームへのログインのみで毎日抽選に参加いただけますので、是非この機会に

毎日『黒い砂漠』をお楽しみください。 

 

　さらに、「影の戦場 2019 Spring Season」開幕を記念して、ハイスペックPCなどの賞品が当たる「Twitter

プレゼントキャンペーンVol.4」や、「影の戦場」に新たに実装された「突発ミッション」をクリアした回数に応

じてプレゼントが貰える「影の戦場 2019 Spring Season記念イベント」も開催しております。 

 

　パール商店には、期間限定で、様々なアイテムがセットになったお得なパッケージアイテムが各種登場

しておりますほか、「影の追跡者衣装セット」も20%OFFとなっております。 

 

　アップデートの実装やキャンペーンの開催により、一層の盛り上がりを見せる『黒い砂漠』をお楽しみく

ださい。   
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【ゲームオン　プレスリリース】 

 

■新ギミックや使用可能クラス追加など！ 

「影の戦場 2019 Spring Season」開幕■ 

 

　1vs49の戦いが楽しめる「影の戦場」において、本日「影の戦場 2019 Spring Season」が開幕いたしまし

た。「影の戦場 2019 Spring Season」では、新たに「ツバキ」「ニンジャ」「格闘家」の3つのクラスが使用でき

るようになり、新ボスモンスターも登場するなど様々なギミックも追加されております。 

　また、「練習戦」が実装され、スキルの練習が行えるようになりました。「練習戦」では、キャラクターに憑

依すると全てのスキルを獲得した状態でスタートするため、スキル連携などをじっくり練習いただくことが

可能です。 

　「影の戦場」は今後も様々なアップデートを予定しております。是非ご期待ください。 

 

【「影の戦場 2019 Spring Season」開始日】 

2019年2月27日（水）定期メンテナンス終了後 

 

＜『黒い砂漠』「影の戦場 2019 Spring Season」 告知ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/notices/2170 

■毎日WebMoneyやパールが当たる！ビッグボーナスキャンペーン■ 

 

　毎日抽選で「WebMoney」や「パール」が当たる「ビッグボーナスキャンペーン」を開催いたします。 

　期間中、条件を満たした新規と復帰の方にはゲーム内でアバターなどのアイテムと交換できる「パー

ル」がそれぞれ100名様に、現在プレイされている方には「WebMoney」が10名様に毎日抽選で当たりま

す。 

　条件を満たされた方はゲームへのログインのみで毎日抽選に参加いただけますので、是非この機会に

『黒い砂漠』をお楽しみください。 

 

【「ビッグボーナスキャンペーン」開催期間】 

2019年2月27日（水）0:00 ～ 4月7日（日）23:59まで 
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＜『黒い砂漠』「ビッグボーナスキャンペーン」 告知ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/notices/2163 

 

 

■ハイスペックPCが当たる！「TwitterプレゼントキャンペーンVol.4」開催■ 

 

　「影の戦場 2019 Spring Season」開幕を記念して、ハイスペックPCが当たる「Twitterプレゼントキャン

ペーンVol.4」を開催いたしました。 

　『黒い砂漠』公式Twitterがツイートする「#黒い砂漠_影の戦場」がついたツイートをリツイートして、「アタ

リ」が出ると抽選権が獲得できます。期間中は1日1回、毎日応募することができ、「アタリ」の数だけ抽選

の口数が増加します。ハイスペックPC以外にもゲーム内アイテム「プレミアムパッケージ(30日)」や「カーマ

スリブの祝福(20日)」も毎週当選いたしますので、是非毎日ご参加ください。 

　※キャンペーンの詳細は、本キャンペーン特設ページおよび「応募規約」告知ページの内容をご確認く

ださい。 

 

【プレゼント内容】 

賞品  当選人数 

ハイスペックPC 
NEXTGEAR i690PA1-SP2 

1名様 

ダブルチャンス賞 
プレミアムパッケージ30日（ゲーム内アイテム） 

毎週10名様（計30名様） 

ダブルチャンス賞 
カーマスリブの祝福20日（ゲーム内アイテム） 

毎週20名様（計60名様） 

※ダブルチャンス賞の各抽選期間は以下の通りとなります。 

　第1週：2019年2月27日（水） ～ 3月5日（火） 

　第2週:2019年3月6日（水） ～ 3月12日（火） 

　第3週:2019年3月13日（水） ～ 3月20日（水） 

 

【「TwitterプレゼントキャンペーンVol.4」開催期間】 

2019年2月27日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 3月20日（水）23:59まで 

 

＜『黒い砂漠』 「TwitterプレゼントキャンペーンVol.4」特設ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/info/evecam/twitter_campaign_vol4/index 

 

＜『黒い砂漠』 「TwitterプレゼントキャンペーンVol.4　応募規約」告知ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/notices/2161 
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■突発ミッションをクリアしよう！ 

「影の戦場 2019 Spring Season記念イベント」開催■ 

 
　期間中、「影の戦場」に新たに実装された「突発ミッション」をクリアした回数に応じて、ボス武器などが出

現する「ローレン家のプレゼントボックス」や、装備強化に役立つ「ヴォルクスの助言（35～45）」をプレゼン

トいたします。 

　※「突発ミッション」は「影の戦場」に参加すると一定確率で発生するミッションとなります。 

 

【「影の戦場 2019 Spring Season記念イベント」開催期間】 

2019年2月27日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 3月13日（水）定期メンテナンス開始まで 

 

＜『黒い砂漠』 「影の戦場 2019 Spring Season記念イベント」告知ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/notices/2167 

 

 

■様々なパッケージが登場！影の追跡者衣装セット20%OFFも！■ 

 

　期間中、様々なアイテムがセットになったお得なパッケージアイテムが各種登場いたします。さらに「影

の追跡者衣装セット」が期間限定で20%OFFとなっております。 

　いずれも冒険に役立つアイテムとなっておりますので、この機会に是非お試しください。 

 

【「[EV]初級冒険者応援パッケージⅠ＆Ⅱ」交換期間】 

2019年2月27日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 3月13日（水）定期メンテナンス開始まで 

 

【「[EV] 冒険ベーシックパッケージ」「重量お得パッケージ」交換期間】 

2019年2月27日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 3月6日（水）定期メンテナンス開始まで 
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【「影の追跡者衣装セット」交換期間】 

2019年2月27日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 3月6日（水）定期メンテナンス開始まで 

 

＜『黒い砂漠』 「様々なパッケージが登場！影の追跡者衣装セット20%OFFも！」告知ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/notices/2169 

 

 

 

■リンク一覧 

＜『黒い砂漠』「影の戦場 2019 Spring Season」 告知ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/notices/2170 

 

＜『黒い砂漠』「ビッグボーナスキャンペーン」 告知ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/notices/2163 

 

＜『黒い砂漠』 「TwitterプレゼントキャンペーンVol.4」特設ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/info/evecam/twitter_campaign_vol4/index 

 

＜『黒い砂漠』 「TwitterプレゼントキャンペーンVol.4　応募規約」告知ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/notices/2161 

 

＜『黒い砂漠』 「影の戦場 2019 Spring Season記念イベント」告知ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/notices/2167 

 

＜『黒い砂漠』 「様々なパッケージが登場！影の追跡者衣装セット20%OFFも！」告知ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/notices/2169 

 

 

＜『黒い砂漠』公式サイト＞ 

http://www.blackdesertonline.jp/ 

＜『黒い砂漠』メンバーサイト＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/ 

＜『黒い砂漠』公式Twitter＞ 

https://twitter.com/official_bdjp 
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