
 

報道関係者各位 

 

 

オンラインRPG 『RED STONE（レッドストーン）』 

さらにパワーアップ！アイテムドロップ率5倍の 

「GoldEx World」後半戦が本日より開始！ 

「総額1000万円キャンペーン」は第3弾がスタート！ 

 
2019年8月14日（水） 

株式会社ゲームオン 

   
　　 
 

　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)]が運営するオンラインRPG『RED 

STONE（レッドストーン）』において、本日2019年8月14日(水)定期メンテナンス終了後より、超高速でキャラクターを育成で

きる期間限定サーバー「GoldEx World（通称：金鯖）」にて、アイテムドロップ率が通常ワールドに比べ5倍となった後半戦を

開始いたしました。 

　また、ゲーミングPCや旅行券10万円分、ゲームアイテムといった豪華賞品が抽選でもらえる「総額1000万円キャンペー

ン」もこの夏最後のチャンスとなる第3弾が本日よりスタートとなりました。 

 

 

 

■アイテムドロップ率が5倍となった史上最大規模の「GoldEx World」をプレイしよう！ 

　現在好評稼働中のキャラクターを超高速で育成できる特別なワールド「GoldEx World」の後半戦がスタートいたしました。

アイテムドロップ率が通常ワールドの2倍だったところを、「5倍」にパワーアップさせて2019年8月14日（水）定期メンテナンス

後より展開しております。。 

　レベルキャップ5次転生Lv900まで、最大経験値倍率81倍でサクサク育成でき、さらにアイテムも大量に手に入るこの機会

に是非プレイしてみてください。 
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■この夏最後のチャンス！「総額1000万円キャンペーン」は第3弾がスタート！ 

　「ゲーミングPC」、「旅行券10万円分」などの人気の「リアルアイテム賞品」や「幸運のチケット7種セット」、「プレミアムロト

ボックス1,000個」などの冒険家なら必ず夢見る「インゲームアイテム賞品」といった豪華賞品が抽選でもらえる「総額1000万

円キャンペーン」の第3弾をスタートいたしました。これまでの第1弾、第2弾に応募された方も、また応募に間に合わなかっ

た方も、気分一新で新たにご応募いただく事ができますので、この夏最後のビックチャンスを是非ご活用ください。 

  

　史上最大規模の「GoldEx World」やこの夏最後の大型キャンペーンを開催中の人気オンラインゲーム『RED STONE

（レッドストーン）』をこの機会に是非とも遊んでみてください。 

 

 

経験値81倍だけじゃ物足りない？次はアイテムドロップ率5倍の 

「GoldEx World」後半戦が開始！ 

★金鯖後半戦はアイテムドロップ率5倍が追加！ 

　キャラクターを超高速で育成できる特別なワールド「GoldEx World」(通称：金鯖)の後半戦が、2019年8月14日（水）定期メ

ンテナンス後より開始いたました。 

　後半はこれまでの最大経験値倍率81倍に加えて、モンスターを倒した際のアイテムドロップ率がこれまでは通常ワールド

の2倍だったところ、なんと5倍にパワーアップいたしました。もちろん期間終了後はお好きな既存ワールドへ育てたキャラク

ターを移動可能となっております。 

 

【開催期間】 

　2019年8月14日(水）定期メンテナンス後～9月4日(水)定期メンテナンス前まで 

【内容】 

　狩りでの獲得経験値が最大81倍&アイテムドロップ率が5倍になる特別なワールド「GoldEx World」が期間限定で開催

中。期間終了後はお好きな既存ワールドへ育てたキャラクターを移動可能！ 

 

＜「来たぞ！金鯖！！GoldEx World」詳細告知ページ＞ 

http://members.redsonline.jp/goldexworld/2019/index.asp 

 

 

金鯖後半戦を更に楽しくするイベントをご紹介！ 
★大人気の「栄光の箱ドロップイベント」が金鯖でリバイバル！ 

　 

【開催期間】 

 2019年8月14日（水）定期メンテナンス後～ 

9月4日（水）定期メンテナンス前まで 

 

【内容】 

　今年4月の初開催で人気を博したイベントを金鯖限

定で復刻開催！他のプレイヤーとパーティーを組ん

でモンスターを倒すと入手出来る「宝物地図」を使う

事で、フィールド上に「RED STONEのマナが宿る箱」

が出現。 

　さらにこの箱からは「クリーチャーの指輪」等のレアアイテムが入手可能な「4種の栄光の箱」がランダムで出現します。 
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★フォロー&RTでAmazonギフト券が当たるTwitterキャンペーン第3弾！ 

 

【開催期間】 

 2019年8月14日(水）～2019年8月31日(土)23：59まで 

 

【内容】 

　『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20名様に、

Amazonギフト券3,000円分をプレゼントします。 

 

※本キ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、Amazon.co.jpおよびそのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。 

 

＜ 「栄光の箱ドロップイベント」詳細告知ページ＞ 

http://members.redsonline.jp/news/news_body.asp?ntc_num=13117 

＜ 「Twitterキャンペーン」第3弾詳細告知ページ＞ 

http://members.redsonline.jp/news/news_body.asp?ntc_num=13002 

 

 

「ゲーミングデスクトップPC」や「旅行券10万円分」等が当たる 

「総額1000万円キャンペーン」第3弾が開催！ 
 

 

 

【開催期間】 

　全期間：2019年7月3日(水)定期メンテナンス後～9月3日(火)23:59まで 

　現在開催中の第3弾：2019年8月14日(水)定期メンテナンス後～9月3日(火)23:59まで 

　 

【内容】 

　キャンペーン期間中に、専用フォームよりご応募いただいた方の中から抽選で、全期間総額1000万円相当の様々な賞

品をプレゼントするキャンペーンです。賞品はゲーミングPCや旅行券10万円分などの「リアルアイテム賞品」とゲームプレイ

で使用できる「インゲームアイテム賞品」の中からお好きなものを合計で3点選んで応募することができます。またゲーム内

の便利アイテムと交換できる300GEM分のサービスポイントが応募者全員にもれなくプレゼントされます。 

　さらに各期間毎に、応募の上でゲームをプレイすると、金鯖を記念した「金鯖BOX」が追加でプレゼントされます！ 

 

 

選べるリアルアイテム賞品（第3弾） 

賞品名 
当選人数 

詳細 

旅行券10万円分 

【2名】 

H.I.S.  

旅行券10万円分 
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モバイルPC 

【2名】 

OneMix  

OneMix2S Platinum Edition 

ゲーミングノートPC 

【2名】 

msi  

GF75 Thin 

ゲーミングデスクトップPC 

【2名】 

GALLERIA   

GALLERIA XF ガレリア XF 

ワイヤレスポータブル 

スピーカー 

【10名】 

ソニー  

h.ear go™ 2 『SRS-HG10』 

スーパーウルトラワイド液晶

ディスプレイ 

【2名】 

PHILIPS  

499P9H1/11 

 

選べるインゲームアイテム賞品 

賞品名 
当選人数 

詳細 

幸運のチケット7種セット 
【1名】 

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。 
 
交換できるアイテムはこちら 
http://members.redsonline.jp/information/lotto/second2.asp 

プレミアムロトボックス 
[1,000個] 

【1名】 

非常に高価なアイテムが出現するロトボックス。 
 
出現アイテムの詳細はこちら 
http://members.redsonline.jp/information/lotto/second.asp 

幸運のチケットBox 
【3名】 

 

様々なアイテムと交換できる幸運チケットが出現する箱。 
 
出現アイテムの詳細はこちら 
http://members.redsonline.jp/information/lotto/second2.asp 

プレミアムロトボックス 
[100個] 
【5名】 

非常に高価なアイテムが出現するロトボックス。 
 
出現アイテムの詳細はこちら 
http://members.redsonline.jp/information/lotto/second.asp 

ソーラーコクーン 
[100個] 
【10名】 

プレイヤーのステータスを上昇させたり特殊な能力を付与してくれるネ
フォンクリーチャーが出現するアイテム。 
 
※ネフォンクリーチャーの詳細はこちら 

http://service.redsonline.jp/library/1982 

ポータル・スフィアーULT 
[1年分] 
【10名】 

高速移動可能な乗り物の召喚、特定の街へのワープといった便利機
能を持つほか、プレイヤーのHPや移動速度を上昇させるアイテム。 
 

1年分として有効期限30日の同アイテムを12個プレゼント。 
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＜「来たぞ！金鯖！！総額1000万円キャンペーン」第3弾告知ページ＞ 

http://members.redsonline.jp/campaign/10million_2019/ 

 

 

 

 

■リンク一覧 

＜「来たぞ！金鯖！！GoldEx World」詳細告知ページ＞ 

http://members.redsonline.jp/goldexworld/2019/index.asp 

＜ 「栄光の箱ドロップイベント」詳細告知ページ＞ 

http://members.redsonline.jp/news/news_body.asp?ntc_num=13117 
＜「Twitterキャンペーン」第3弾詳細告知ページ＞ 

http://members.redsonline.jp/news/news_body.asp?ntc_num=13002 

＜「来たぞ！金鯖！！総額1000万円キャンペーン」第3弾詳細告知ページ＞ 

http://members.redsonline.jp/campaign/10million_2019/ 

 

＜『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/ 

 

 

●コピーライト表記 
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