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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）』 

新エリア追加やグラフィックがより美しく！ 

大型アップデート「ArcheAge6.5 庭園」実施！！ 
～「アップデート記念イベント」や「カムバックキャンペーン」もスタート～ 

 

 

 

 

 

　2020年4月22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)] は、超大型MMORPG 

『ArcheAge（アーキエイジ）』において、本日2020年4月22日(水)定期メンテナンス後に、最新大型アップデート 

「ArcheAge6.5 庭園」を実施いたしました。また、本日より「アップデート記念イベント」や「カムバックキャンペーン」を開始いた

しました。 

 

■新エリア追加やグラフィックがより美しく！「ArcheAge6.5 庭園」アップデート実施！ 
　本日4月22日(水）に、大型アップデート「ArcheAge6.5 庭

園」を実施いたしました。 

　本アップデートは、新エリア「神の庭園」が追加され、新ア

イテムや強力なボスモンスターが登場など、プレイの幅も大

きく広がる大型のアップデートとなっています。 

　さらに、より美しいグラフィックで『アーキエイジ』の世界を

お楽しみいただける「グラフィックアップグレード」も実施いた

しました。 

　アップデート特設ページやパッチノートでは、さらに詳しい

情報も公開しております。ぜひご覧ください。 

 

■新しいインスタンスダンジョンに挑戦！アップデート記念イベント開催　 

　本日4月22日(水)より、「アップデート記念イベント」を開

始いたしました。　「ArcheAge6.5 庭園」で追加された1人

用インスタンスダンジョン「冥府の夜」や、高難易度モード

が追加された「ヒラマカンド最後の日」に挑戦すると、イベ

ント限定の褒賞でコインを獲得できます。　コインをたくさ

ん集めると、戦闘や生活に役立つアイテムや、新規家具

「剣闘士の武器装飾」などの家具と交換することができま

す。 

 

■復帰者限定！「古代装備」や強化剤がもらえる！ 

　アップデート実施を記念して、この機会に復帰し

ようと考えているプレイヤーの皆様に役立つ、超豪

華アイテムのセットが手に入る「カムバックキャン

ペーン」を開始いたしました。アイテムのラインナッ

プには、「古代装備」や、建築材料が不要で設置可

能な｢完工図面:草屋根の農園｣や｢建築税証紙(帰

属)30個｣などをご用意しております。 

 

　また、本アップデートで追加された「ヒラマカンド最後の日」に、運営チームとプレイヤーの皆様で挑戦する生放送「GMと挑

戦！ヒラマハードチャレンジ」を4月28日(火)に実施します。それに先立ち4月24日(金)より『アーキエイジ』公式Twitter（

@ArcheAgeJP）で生放送中にどこまでクリアできるかを予想していただくキャンペーンを実施します。 

 

　大型アップデートの実施でより魅力を増した『アーキエイジ』を、是非お楽しみください。 
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本日！「ArcheAge6.5 庭園」アップデート実施！ 
　本日4月22日(水）に、大型アップデート「ArcheAge6.5 

庭園」を実施いたしました。 

　本アップデートは、新フィールド「神の庭園」が追加さ

れ、新アイテムや強力なボスモンスターが登場します。　

ほかにも、新たなネームドモンスター「死の捕食者カリ

ディス」や1人用インスタンスダンジョ「冥府の夜」も追加

され、プレイの幅も大きく広がる大型のアップデートと

なっています。 

　さらに、フィールドや住宅、エルフの女性キャラクター

のグラフィックが大きく向上する「グラフィックアップグ

レード」も実施され、より美しいグラフィックで『アーキエイジ』の世界をお楽しみいただけます。 

　アップデート特設ページやパッチノートでは、さらに詳しい情報も公開しております。ぜひご覧ください。 

 

＜『アーキエイジ』ArcheAge6.5 庭園　特設ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/info/update/2020_no37/index 

 

＜『アーキエイジ』ArcheAge6.5 庭園　パッチノート＞ 

https://service.pmang.jp/archeage/patchnotes/68 
 

 

新しいインスタンスダンジョンに挑戦！アップデート記念イベント開催　 

　 

　本日4月22日(水)より、「アップデート記念イベント」を開始いたしました。「ArcheAge6.5 庭園」で追加された1人用インスタン

スダンジョン「冥府の夜」や、高難易度モードが追加された「ヒラマカンド最後の日」に挑戦すると、イベント限定の褒賞でコイン

を獲得できます。 

 

　コインをたくさん集めると、戦闘や生活に役立つアイテムや、

新規家具「剣闘士の武器装飾」などの家具と交換することがで

きます。 

　この機会にぜひインスタンスダンジョンに挑戦してみてくださ

い。 

 

▼イベント実施期間 

　2020年4月22日（水）メンテナンス終了後 ～ 5月13日（水）メン

テナンス開始前まで 

 

＜『アーキエイジ』アップデート記念イベント 告知ページ

＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2723 
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復帰者限定！「古代装備」や強化剤がもらえる！ 

　アップデート実施を記念して、この機会に復帰し

ようと考えているプレイヤーの皆様に役立つ、超豪

華アイテムのセットが手に入る「カムバックキャン

ペーン」を開始いたしました。 

　アイテムのラインナップには、プレイスタイルにあ

わせて武器・防具・楽器からそれぞれ1つ選択でき

る「古代装備」や、キャラクターレベルに応じたクエ

ストをクリアすると手に入れることが出来る、建築

材料が不要で設置可能な｢完工図面:草屋根の農園｣や｢建築税証紙(帰属)30個｣をご用意しております。 

　手に入るアイテムの詳細や、キャンペーン対象の条件などは告知ページにてご確認ください。 

 

▼イベント実施期間 

　2020年4月22日(水)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』カムバックキャンペーン 告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2716 

 

Twitterで予想して新アイテム「祝福のアーキ:30日」を手に入れよう！ 

　4月28日(火)に、運営チームがプレイヤーの皆様

と一緒に、実装されたばかりの「ヒラマカンド最後の

日　語られなかった話」に生配信で挑戦いたしま

す。 

　これに先立ち、4月24日(金)より『アーキエイジ』公

式Twitter（@ArcheAgeJP）で、生放送中にどこまで

クリアできるかを予想していただくキャンペーンを開

催いたします。見事予想を的中させた方の中から抽選で10名に新アイテム「祝福のアーキ:30日」をプレゼントいたしますの

で、是非ご参加ください。 

 

■「ヒラマカンド最後の日　語られなかった話」とは 

　現行の「ヒラマカンド最後の日」の高難易度モードで、参加者の投票により選択が可能となります。制限時間内に厳しい寒さ

と、飢えた狼に襲われるヒラマの避難民たちを、無事に洞窟まで避難させなければなりません。 

 

■新アイテム「祝福のアーキ:30日」とは 

　アップデート「ArcheAge6.5 庭園」にて新規実装されたばかりの労働力回復アイテムです。 

　アカウント労働力が4,000増加され、ログイン中の労働力回復が5分毎に5回復します。効果は「ArcheAgeプレミアム」と重複

することが可能です。「微かな記憶」の詠唱時間が50%減少、「テレポスクロール」の詠唱時間が50%減少します。インベントリに

て右クリックで使用時、30日間の効果が発動されます。 

 

▼応募期間 

　2020年4月24日(金) ～ 4月28日(火) 19:59 

▼生放送日 

　2020年4月28日(火) 20:00 ～ 

 

＜『アーキエイジ』ヒラマカンドハードモードチャレンジ 告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2731 

 

＜『アーキエイジ』公式Twitter＞ 

https://twitter.com/ArcheAgeJP 
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■『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』ArcheAge6.5 庭園　特設ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/info/update/2020_no37/index 

 

＜『アーキエイジ』ArcheAge6.5 庭園　パッチノート＞ 

https://service.pmang.jp/archeage/patchnotes/68 

 

＜『アーキエイジ』アップデート記念イベント 告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2723 

 

＜『アーキエイジ』カムバックキャンペーン 告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2716 

 

＜『アーキエイジ』ヒラマカンドハードモードチャレンジ 告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2731 
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