
 

報道関係者各位 2019年7月24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』 

「究極のシャイ決定戦」投票期間がスタート！ 
「テルミアンウォーターパーク2019」に謎解きイベントが追加！ 

 

　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、PC向けオ

ンラインRPG『黒い砂漠』において、「究極のシャイ決定戦」の2次選考（プレイヤー投票）を本日2019

年7月24日（水）に開始いたしました。 

 

■「究極のシャイ決定戦」2次選考（プレイヤー投票）開始！ 

　2019年7月24日（水）定期メンテナンス終了後より、「究極のシャイ決定戦」の2次選考（プレイヤー投票）

を開始いたしました。2次選考には、応募総数2,000件以上の作品の中から1次選考を通過した、各部門

20作品が進出しております。2次選考では、PC版『黒い砂漠』をプレイされている方もしくはPmangアカウ

ントをお持ちの方であれば、毎日各部門1作品ずつ投票いただけます。また、期間中に投票いただいた

方には「[EV]神秘的な黄金色の卵」を毎日投票時にプレゼントいたします。 

 

■「テルミアンウォーターパーク2019」に“謎解きイベント”が追加！ 

　2019年7月24日（水）定期メンテナンス終了後より、「テルミアンウォーターパーク2019」に謎解きイベント

「テルミアンの秘密」が登場いたしました。 

　「テルミアンの秘密」はウォーターパーク内にいる「[NPC]アルスティン」からクエストを受諾することで参

加が可能な8段階構成の謎解イベントとなっております。各段階をクリアすると、強化に使用可能なアイテ

ムが入手できる「[EV] 錬金術学会の褒賞箱」や「ツングラドのネックレス」などのアイテムが手に入ります。 

 

■「修錬の書」購入割引&経験値ボーナス 

　本日より2019年8月7日（水）定期メンテナンス開始まで、パール商店にて「修錬の書1時間(戦闘/スキ

ル)」が通常交換価格から90％割引の100,000シルバーで交換いただけます。また、「修練の書」を使用し

た際に獲得できる経験値が50％増加いたします。　 

 

■「第2回BBQ（バーベキュー）キャラバン」「大阪会場」参加者募集中 

　現在展開しております『黒い砂漠』「第2回BBQキャラバン」の「大阪会場」の参加者募集を開始いたしま

した。締切は2019年8月4日(日）23時59分までとなっておりますので、是非奮ってご応募ください。 
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【ゲームオン　プレスリリース】 

 

　その他にも、パール商店に、夏にぴったりな「水着衣装セット」が再登場いたしました。 

　また、水着アバターがセットになった「夏衣装フル

パッケージ」や、職人の記憶セットに「記憶の破片」が

追加され、「ヴォルクスの叫び」又は「クロン石」やアバ

ター割引クーポンが同梱された期間限定セットが登

場いたしました。さらに、「[ML]レッドウルフリーダー召

喚書」や「[ML]ガイピンラーシア突撃隊長」といった

各種ボス召喚書が、マイレージショップにて交換いた

だけるようになりました。 

 

　「究極のシャイ決定戦」のプレイヤー投票開始でますます盛り上がる『黒い砂漠』を是非お楽しみくださ

い。 
 

■1日1回投票でアイテムもらえる！ 

「究極のシャイ決定戦」2次選考（プレイヤー投票）開始！■ 
 

 

　2019年7月24日（水）定期メンテナンス終了後より、「究極のシャイ決定戦」の2次選考（プレイヤー投票）

を開始いたしました。2次選考には、応募総数2,000件以上の作品の中から1次選考を通過した、各部門

20作品が進出しております。2次選考では、PC版『黒い砂漠』をプレイされている方もしくはPmangアカウ

ントをお持ちの方であれば、毎日各部門1作品ずつ投票いただけます。また、期間中に投票いただいた

方には「[EV]神秘的な黄金色の卵」を毎日投票時にプレゼントいたします。 

 

【「究極のシャイ決定戦」とは？】 

「かわいい部門」「ボーイッシュ部門」「大人っぽい部門」の3部門にわたり実施される新クラス「シャイ」の

キャラメイクコンテスト。入賞者には最大で「現金100万円」をプレゼント！さらに、投票に参加するだけで

ゲーム内アイテムや「WebMoney総額80万円分」が当たるチャンス！ 

 

【「究極のシャイ決定戦」2次選考開催期間】 

2019年7月24日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 7月28日(日)23:59まで 

 

＜「究極のシャイ決定戦」2次選考プレイヤー投票ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/charmake_bbs/votes?event_id=526 

 

＜「キャラメイクで現金100万円！「究極のシャイ決定戦」」特設ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/info/evecam/charamake_shai/index 
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【ゲームオン　プレスリリース】 

 

■「テルミアンウォーターパーク2019」に謎解きイベントが追加！■ 

 
　2019年7月24日（水）定期メンテナンス終了後より、「テルミアンウォーターパーク2019」に謎解きイベント

「テルミアンの秘密」が登場いたしました。 

　「テルミアンの秘密」はテルミアンウォーターパーク内にいる「[NPC]アルスティン」からクエストを受諾す

ることで参加が可能な8段階構成の謎解きイベントとなっております。各段階をクリアすると、強化に使用

可能なアイテムが入手できる「[EV] 錬金術学会の褒賞箱」や「ツングラドのネックレス」などのアイテムが

手に入ります。また、7月31日(水)定期メンテナンス時には9段階目の謎を実装予定となっております。こ

ちらは、いち早く謎を解くことで特別な報酬をご用意しておりますので、お楽しみにお待ちください。 

 

【「テルミアンウォーターパーク2019」開催期間】 

2019年7月17日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 8月28日(水) 定期メンテナンス開始まで 

 

＜「テルミアンウォーターパーク2019」告知ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/notices/2435 
 

■「修錬の書」購入割引&経験値ボーナス■ 

 

　2019年7月24日(水）定期メンテナンス終了後より、「「修錬の書」購入割引&経験値ボーナス」がスタート

いたしました。期間中、パール商店にて「修錬の書-戦闘/スキル(1時間)」」が通常交換価格から90％割

引の100,000シルバーで交換いただけます。また闇の精霊の修練を利用した際に獲得できる経験値が50

％増加いたします。　 

【「「修錬の書」購入割引&経験値ボーナス」開催期間】 

2019年7月24日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 8月7日(水) 定期メンテナンス開始まで 

 

＜「「修錬の書」購入割引&経験値ボーナス」告知ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/notices/2444 
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【ゲームオン　プレスリリース】 

 

■「第2回BBQ（バーベキュー）キャラバン」「大阪会場」参加者募集中！■ 
 

　2019年7月24日(水）定期メンテナンス終了後よ

り、第2回BBQ(バーベキュー)キャラバンの4会場

目「大阪会場」の募集がスタートいたしました。 

　 

 

 

　会場ではBBQ以外にも、「テーブル対抗クイズ」やオリジナルグッズなどが当たる「大抽選会」なども予

定しており、他プレイヤーの方や運営チームと楽しみながら交流できるイベントとなっております。 

　2019年8月4日(日)23:59まで「大阪会場」参加者の募集期間となっておりますので、皆様のご応募をお

待ちしております。 

 

【「第2回BBQキャラバン大阪会場」開催予定日時】 

2019年8月24日（土）11:00 ～13:30 

 

【「第2回BBQキャラバン大阪会場」募集期間】 

2019年7月24日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 8月4日(日)23:59まで 

 

＜「第2回BBQキャラバン」 特設ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/info/evecam/caravan_2019/index 

 

■水着アバター再販！ボス召喚書や 

お得な職人の記憶パッケージが登場！■　 

 

　2019年7月24日(水）定期メンテナンス終了後より、パール商店に、夏にぴったりな「水着衣装セット」が

再登場いたしました。 

　また、水着アバターがセットになった「夏衣装フルパッケージ」や、職人の記憶セットに「記憶の破片」が

追加され、「ヴォルクスの叫び」又は「クロン石」やアバター割引クーポンが同梱された期間限定セットが登

場いたしました。さらに、「[ML]レッドウルフリーダー召喚書」や「[ML]ガイピンラーシア突撃隊長」といった

各種ボス召喚書が、マイレージショップにて交換いただけるようになりました。 
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【ゲームオン　プレスリリース】 

【「水着衣装セット」】※3種の中から1種選択 

 

 

【「水着衣装セット」(ココ衣装)】 

 

※上記イメージ画像では染色機能を使用しています。 

 

【「水着衣装セット」】※2種の中から1種選択　　　　　　　【「水着衣装セット」(エルペント衣装)】 

　※上記イメージ画像では染色機能を使用しています。 

 

 

 

【「水着衣装セット(各種ビキニアバター)」、「水着衣装セット(各種スイムスーツアバター)」交換開始日】 

2019年7月24日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 8月7日（水）定期メンテナンス開始まで 

 

【「夏衣装フルパッケージ」、「職人の記憶セット」交換期間】 

2019年7月24日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 8月7日（水）定期メンテナンス開始まで 
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【ゲームオン　プレスリリース】 

【「各種ボス召喚書」交換期間】 

2019年7月24日（水）定期メンテナンス終了以降 

 

＜「水着アバター再販！ボス召喚書が新登場！」告知ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/notices/2445 

■リンク一覧 

＜「究極のシャイ決定戦」2次選考プレイヤー投票ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/charmake_bbs/votes?event_id=526 

 

＜「キャラメイクで現金100万円！「究極のシャイ決定戦」」特設ページ＞ 

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

 

＜「テルミアンウォーターパーク2019」告知ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/notices/2435 

 

＜「「修錬の書」購入割引&経験値ボーナス」告知ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/notices/2444 

 

＜「第2回BBQキャラバン」 特設ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/info/evecam/caravan_2019/index 

 

＜「水着アバター再登場！ボス召喚書各種が新登場！」告知ページ＞ 

https://blackdesert.pmang.jp/notices/2445 

 

＜『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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