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【ゲームオン　プレスリリース】 

超大型MMORPG『ArcheAge（アーキエイジ）』 

ゴールデンウィークは『アーキエイジ』へログイン！ 

一攫千金の運試しイベント開催決定！ 
～新作ダンスが当たるランダムボックスの登場や「永久アイテム5種がもらえる！キャンペーン」も開催中～ 

 

 

 

 

 

　2020年4月30日（木） 

 
　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、超大型MMORPG 

『ArcheAge（アーキエイジ）』において、「GW(ゴールデンウィーク)スペシャルイベント」を2020年5月2日（土）より開催することを

発表いたしました。 

　さらに、本日から開始となった「2020ドキドキゴールデンウィークボックス」と「高貴な古代の強化ランダムボックス」の販売の

ほかに、土曜日の夜限定で展開中の「5種の永久アイテムもれなく貰える！キャンペーン」や、武器の強化が捗る「装備製作

＆強化応援イベント」なども実施中です。 

 

■大型連休を遊び倒そう！「GWスペシャルイベント」開催 
　5月2日(土）より、大型連休も『アーキエイジ』で遊び倒

せる「GW(ゴールデンウィーク)スペシャルイベント」を開催

いたします。 

　イベント期間中、設置された「祝福の黄金杯」から、経

験値や名誉ポイント、生活ポイントの獲得量が増加する

バフがもらえます。さらに、デイリークエストをクリアする

ことで、労働力が回復するバフも付与されます。 

　また、「蜃気楼の島」では「スロットマシーン」が出現し、運がよければ大量のゲーム内通貨を獲得することができます。 

 

■「2020ドキドキゴールデンウィークボックス！」登場や「高貴な古代の強化ランダムボックス」再登場！ 
　4月30日(木）より、「2020ドキドキゴールデンウィークボッ

クス」が登場いたしました。新作モーション「ダンス:ムーン

ウォーク」をはじめ、プレイヤーに人気のアイテムがランダ

ムで1つ当たるボックスとなっております。 

　また、「古代装備」の強化アイテムがランダムで当たる

「高貴な古代の強化ランダムボックス」も再登場いたしまし

た。この機会に是非、ランダムボックスでも運試しに挑戦し

てみてください。 

 

■【開催中】土曜の夜にログイン！永久アイテム5種を手に入れよう！　 

　現在開催中の「5種の永久アイテムもれなく貰える！キャンペーン」では、5月2日(土)、5

月9日(土)のいずれかの日の19時から22時59分の間に『アーキエイジ』へログインした方

全員が、プレイヤーに人気の永久アイテム5種を手に入れることができます。 

　永久アイテムのラインナップには、大空を自由に滑空することができるグライダー「イン

ペリアルバタフライ」や、ユニークなスキルを持った騎乗ペット「ミラージュベアー」などをご

用意しております。 

 

　※4月25日(土)に永久アイテム5種を既に受け取られたお客様は、5月2日(土)、5月9日(土)に『アー

キエイジ』へログインしても追加でアイテムを受け取ることはできません。ご了承くださいませ。 

 

　さらに、5月7日(木)まで実施中の「装備製作＆強化応援イベント」では、一定時間ゲームへログインし続けることで、労働力

の回復や「古代装備」の強化に役立つアイテムを獲得できます。また特定の場所では、様々な装備の合成強化の費用が割り

引きされます。 
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　大型連休もイベントやキャンペーンで盛り上がる『アーキエイジ』を、是非お楽しみください。 

 

 

大型連休を遊び倒そう！「GWスペシャルイベント」開催 

　 

　5月2日(土）より、大型連休も『アーキエイジ』で遊び倒せる「GW(ゴールデンウィーク)スペシャルイベント」を開催いたします。 

　イベント期間中、設置された「祝福の黄金杯」から、経験値や名誉ポイント、生活ポイントの獲得量が増加するバフがもらえ

ます。さらに、デイリークエストをクリアすることで、労働力が回復するバフも付与されます。 

　また、「蜃気楼の島」では「スロットマシーン」が出現し、運がよければ大量のゲーム内通貨を獲得することができます。 

 

▼イベント実施期間 

2020年5月2日(土)00:00 ～ 5月6日(水)23:59まで 

 

＜『アーキエイジ』GWスペシャルイベント 告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2737 
 

 

「2020ドキドキゴールデンウィークボックス！」登場や 

「高貴な古代の強化ランダムボックス」再登場！　 

　 

　4月30日(木）より、「2020ドキドキゴールデンウィークボックス」が登場いたしました。新作モーション「ダンス:ムーンウォーク」

をはじめ、空を自由に飛べる「ウィング」の外見をランドセルに変更できるアイテムや、着ぐるみアバターなどがランダムで1つ

当たるボックスとなっております。 

　また、人気の高い「古代装備」の強化アイテムがランダムで当たる「高貴な古代の強化ランダムボックス」も再登場いたしまし

た。この機会に是非、ランダムボックスでも運試しに挑戦してみてください。 

 

▼アイテム販売期間 

2020年4月30日(木)メンテナンス終了後 ～ 5月20日(水)メンテナンス開始前まで 

 

 

＜『アーキエイジ』2020ドキドキゴールデンウィークボッス 告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2742 

 

＜『アーキエイジ』高貴な古代の強化ランダムボックス 告知ページ＞ 
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https://archeage.pmang.jp/notices/2740 

 

 

【開催中】土曜の夜にログイン！永久アイテム5種を手に入れよう！　 
 

　現在開催中の「5種の永久アイテムもれなく貰える！キャンペーン」では、5月

2日(土)、5月9日(土)のいずれかの日の19時から22時59分の間に『アーキエイ

ジ』へログインした方全員が、プレイヤーに人気の永久アイテム5種を手に入れ

ることができます。 

　これから『アーキエイジ』を新しく始める方や、久しぶりに遊ぼうと思っている

方にもぴったりなキャンペーンですので、土曜日の夜は是非『アーキエイジ』へ

ログインしてみてください。 

 

※4月25日(土)に永久アイテム5種を既に受け取られたお客様は、5月2日(土)、

5月9日(土)に『アーキエイジ』へログインしても追加でアイテムを受け取ること

はできません。ご了承くださいませ。 

 

 

 

■永久アイテム5種のラインナップ 

「完工図面:甘い誘惑のお菓子の家」  材料不要でお菓子の家が建てられます 

「ミラージュベアー」  星柄が可愛い、ユニークなスキルを持った騎乗ペットです 

「インペリアルバタフライ(帰属)」  大空を自由に滑空することができる、美しいグライダーです 

「焔竜のローブアバター(帰属)」  焔を纏う竜を模したアバターで、装備とは別に着用が可能です 

「ニュータウントラクターの書」  荷物が6個積めるトラクターです 

 

▼イベント実施期間 

2020年5月2日(土)19：00～22:59 

2020年5月9日(土)19：00～22:59 

 

＜『アーキエイジ』5種の永久アイテムもれなく貰える！キャンペーン 告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2717 

 

 

【開催中】装備の製作費用が割引き！装備製作＆強化応援イベント　 

　 

 5月7日(木)まで、「装備製作＆強化応援イベント」を

開催しております。一定時間ゲームへログインし続

けることで、労働力の回復や「古代装備」の強化に

役立つアイテムを獲得できたり、特定の場所では、

様々な装備の合成強化の費用が割り引きされま

す。 

　 

 

　この機会に、装備の大幅強化を目指し、4月22日（水）に大型アップデートを実施した「ArcheAge6.5　庭園」のコンテンツをお

楽しみください。 

 

▼イベント実施期間 

 5月7日（木）メンテナンス開始前まで 
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＜『アーキエイジ』装備製作＆強化応援イベント 告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2722 

 

 

■『ArcheAge（アーキエイジ）』とは　 

　圧巻のグラフィックで眩しいほどの美しさと、圧倒的な自由度をもつ超大型オンラインRPG。 

　プレイヤーは、12種類の“適性”から3つを選ぶことで、220種類から職業を決めることができ、それぞれ自分の好みにあった

能力（スキル）を持つことができます。 

 

　活動範囲は陸地だけでなく、海・空をも探索することができ、モンスターを倒しつつ旅したり、田畑を耕し作物を育てたり、貿

易で富を築いたり、さらには海賊や裁判を体験するなど、あらゆるプレイスタイルで楽しむことができます。 

 

＜『ArcheAge（アーキエイジ）』オフィシャルサイト＞ 

http://www.archeage.jp/ 

 

＜『ArcheAge（アーキエイジ）』メンバーサイト＞ 

http://archeage.pmang.jp/ 

■■■　各種リンク　■■■ 

＜『アーキエイジ』GWスペシャルイベント 告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2737 

 

＜『アーキエイジ』2020ドキドキゴールデンウィークボッス 告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2742 

 

＜『アーキエイジ』高貴な古代の強化ランダムボックス 告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2740 

 

＜『アーキエイジ』5種の永久アイテムもれなく貰える！キャンペーン 告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2717 

 

＜『アーキエイジ』装備製作＆強化応援イベント 告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2722 
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