
 

報道関係者各位  

 
【ゲームオン　プレスリリース】 

PC向けファンタジーMMORPG『TERA：The Exiled Realm of Arborea』 

4年半ぶりとなるレベルキャップの解放決定！ 

スキル練武、装備合成など新たなシステムも追加予定 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年3月13日（水） 

 
　 

 

 

 

　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)]が運営する大型ファンタ

ジーMMORPG『TERA :The Exiled Realm of Arborea』（以下『TERA』）は、レベルキャップ解放を含むアップ

デート「謎の浮遊要塞」を2019年3月27日（水）に実施することを本日発表し、特設サイトを公開しました。

 

■3月27日実装決定！最新アップデート「謎の浮遊要塞」　 

　3月27日(水)に実装予定の「謎の浮遊要塞」アップデートでは、約4年半ぶりとなる待望のレベルキャップ解放

が行われ、レベル上限が65から70になります。 

　解放に伴う新たなストーリーの展開、スキル性能やステータスを強化する「スキル練武システム」、各種調整な

ど様々なコンテンツが実装予定となっております。 

 

■好みのアバターが探しやすく！『TERA』公式メンバーサイトに「アバター図鑑」グランドオープン 

　本日、『TERA』公式メンバーサイトにおいて「アバター図鑑」を公開いたしました。 

「アバター図鑑」は、これまでアバターの販売ごとに別々の特設ページにて紹介していた数多くのアバター外

見などの情報を一つのページに集約したもので、簡単な絞り込みをするだけでお好みのアバターを探すこと

ができます。 

 

■「ホワイトデー限定TERAガチャ」登場 

　本日、染色可能なアバターを厳選した「ホワイトデー限定TERAガチャ」が2週間限定で登場いたしました。 

新作アバターも登場する「エリーン専用・染色」と、人気アバターが厳選された「ALL STAR・染色」の2タイプか

ら選択してプレイできます。 

 

　3月27日(水)実装となる、最新アップデートに是非ご期待ください。 
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◇「謎の浮遊要塞」アップデート◇ 

 

　本日発表となる「謎の浮遊要塞」アップデートでは、約4年半ぶりとなる待望のレベルキャップ解放をはじめ、 

解放に伴う新たなストーリーの展開、スキル性能やステータスを強化する「スキル練武システム」、各種調整な

ど様々なコンテンツが実装予定となっております。 

　詳細は最新アップデート「謎の浮遊要塞」特設サイトをご確認ください。 

 

【アップデート実装日】 

2019年3月27日（水） 

 

【アップデート実装内容】 

○キャラクターレベル上限解放 

○スキル練武システム 

○装備合成 

○冒険のコイン 

○フィールドボス 

○その他、仕様調整 

 

■ストーリー新章がスタート！ 

　アルボレアの住民たちに体が宝石となって 

固まる未知の病が流行る。同時期、空に現れた巨大な要塞が

アルボレアへの侵攻を開始する。 

 

天からの新たな脅威に、アルボレアの英雄たちは再び立ち向

かうこととなる。 

待望の新章がついに開幕！ 

 

 

＜『TERA』 アップデート「謎の浮遊要塞」 特設サイト＞ 

https://tera.pmang.jp/info/update/2019/3/index 
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◇「アバター図鑑」がグランドオープン！◇ 

　本日、『TERA』公式メンバーサイトにおいて「アバター図鑑」を公開いたしました。 

　「アバター図鑑」は、これまでアバターの販売ごとに別々の特設ページにて紹介していた数多くのアバター外

見などの情報を一つのページに集約したもので、簡単な絞り込みをするだけでお好みのアバターを探すこと

ができます。 

 

 

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　 

▲アバター図鑑イメージ 

　　 

　「アバター図鑑」の特徴として、タグ検索による絞り込みで同じテーマのものをクリックのみで検索することも可 

能で、アバター名など詳細が分からない場合でも手軽に検索が可能となっております！ 

　さらに今後はアバターの他にも、乗り物やペットなどの検索も可能となる予定です。 

 

　この機会にぜひお気に入りのアバターを見つけてみてください！ 

 

※リリース現在、「アバター図鑑」に登録されているアバターは一部のアバターとなります。 

　今後、随時追加を予定しております。 

 
＜『TERA』 アバター図鑑＞ 

https://service.pmang.jp/tera/item_books 
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◇ホワイトデー限定TERAガチャ◇ 

 

　本日、染色可能なアバターを厳選した「ホワイトデー限定TERAガチャ」が2週間限定で登場いたしました。 

新作アバターも登場する「エリーン専用・染色」と、人気アバターが厳選された「ALL STAR・染色」の2タイプか

ら選択してプレイできます。 

 

▼TERAガチャ登場期間 

2019年3月13日(水)定期メンテナンス後～2019年3月27日(水)定期メンテナンス前まで 

 

▼TERAガチャ種類 

ガチャ I：ホワイトデー限定～エリーン専用・染色～　（エリーン専用　のみ） 

ガチャII：ホワイトデー限定～ALL STAR・染色～　（種族・性別別　計11種類） 

 

▼プレイ特典 

〇1回プレイ特典 

ポポリメダル×30枚 

 

〇11回プレイ特典 

ポポリメダル×60個、アバター晶石×1 

 

〇77回プレイ特典（ガチャII：ホワイトデー限定～ALL STAR・染色～のみ） 

TERAガチャ交換券 I×1個 

※当アイテムは、「ガチャII：ホワイトデー限定～ALL STAR・染色～」のアバターから 

　お好きなアバターを1着獲得できます。 
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▼ガチャ I：ホワイトデー限定～エリーン専用・染色～　Aランク当選アイテム紹介 

(左)制服（ギンガムリボン・染色・エリーン）　(右)制服（ジャンパースカート・染色・エリーン） 

 
 
▼ガチャII：ホワイトデー限定～ALL STAR・染色～　Aランク当選アイテム一部紹介 

〇神託の騎士（染色・女性） 

 

〇神託の騎士（染色・男性） 
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〇アンジュの白翼 

 

 

 

＜ホワイトデー限定TERAガチャ告知ページ＞ 

https://tera.pmang.jp/notices/1854 
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■リンク一覧 

＜アップデート「謎の浮遊要塞」 特設サイト＞ 

https://tera.pmang.jp/info/update/2019/3/index 

＜アバター図鑑＞ 

https://service.pmang.jp/tera/item_books 

＜「ホワイトデー限定TERAガチャ」 告知ページ＞ 

https://tera.pmang.jp/notices/1854 

 

＜『TERA』公式Twitter＞ 

https://twitter.com/teraonline_jp 

＜『TERA』 公式サイト＞ 

http://www.teraonline.jp/ 

＜『TERA』公式メンバーサイト＞ 

https://tera.pmang.jp/ 

 

 

●コピーライト表記 
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