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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）』 

7周年特別イベント「あなたの総プレイ時間分 歩くとどこまでチェック！」や

7,777名に「感謝還元プレゼント」などイベント目白押し！ 
～新登場！急斜面も走行できる車両「ストラダ」が当たる「ArcheAge BOX」も～ 

 

 

 

 

 

　2020年7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7月22日(水)定期メンテナンス後に、7周年特別イベント「あなたの総プレイ時間分 歩くとどこ

までチェック！」を実施いたしました。 

　また、7周年に関連した「感謝還元プレゼント」や「7周年SpecialDayパッケージ」の開催、さらに7周年前夜祭となる「ArcheAge

真夏の花火大会」を開催いたします。 

　ほかにも新登場の急斜面も走行できる車両「ストラダ」が当たる「ArcheAge BOX」が登場いたしました。 

 

■結果をツイートしてアイテムを手に入れよう！「あなたの総プレイ時間分歩くとどこまでチェック！」実施 

　本日7月22日(水)より、7周年特別イベント「あなた

の総プレイ時間分 歩くとどこまでチェック！」を開催

いたしました。本イベントは7周年特設ページに設置

されたボタンより、『アーキエイジ』の総プレイ時間に

加えて、総プレイ時間分歩いてどこまで行けるのか

を調べることができます。 

　総プレイ時間チェックをされた方はもれなく「労働力

補充剤(帰属)」などをお受け取りいただけます。また、結果をTwitterシェア機能にてツイートされた方の中から、抽選で20名様

に称号やアイテムをお贈りいたします。 

　ぜひこれまでのプレイ時間をチェックしてみてください。 

 

■3人協力のタワーディフェンス型新コンテンツ開催！ 

　本日7月22日(水)より、サービス開始7周年を記念

して「感謝還元プレゼント」を開催いたしました。 

　『アーキエイジ』を始めた日に応じて「WebMoney」

や「ノベルティグッズ」などが当たる抽選を開催いた

します。 

　さらに、期間中にログインされた方全員に便利な

アイテムが詰まった「周年プレゼントボックス」をプ

レゼントいたします。特に『アーキエイジ』を長く遊

んでいただいている方ほど、豪華なアイテムがつまった「周年プレゼントボックス」を獲得することができますので、ぜひ『アー

キエイジ』へログインしてアイテムをチェックしてみてください。 

 

■7月23日(木)限定！豪華アイテム詰め合わせがもれなく全員もらえる！ 

　『アーキエイジ』のサービス開始7周年の当日で

ある7月23日(木)に、ゲーム内へログインされた方

全員に「7周年SpecialDayパッケージ」をお贈りいた

します。 

　「7周年SpecialDayパッケージ」には装備の強化

剤が獲得できる「募兵官の特製強化剤箱」や労働

力を追加回復する「庭園の浄水」など、冒険に役

立つアイテムが多数つまったパッケージです。 

7月23日(木)は、ぜひゲームにログインして「7周年SpecialDayパッケージ」をお受取りください。 
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　また新登場の急斜面も走行できる車両「ストラダ」が当たる「ArcheAge BOX」の登場や、7月23日(木)の7周年を目前に控

え、本日7月22日(水)にはゲーム内で楽しむ花火大会の開催を予定しております。7周年で盛り上がる『アーキエイジ』をどうぞ

お楽しみください。 

 

結果をツイートしてアイテムを手に入れよう！ 

「あなたの総プレイ時間分歩くとどこまでチェック！」実施 

　本日7月22日(水)より、7周年特別イベント「あなた

の総プレイ時間歩くとどこまでチェック！」を開催いた

しました。 

　本イベントは7周年特設ページに設置されたボタン

より、『アーキエイジ』の総プレイ時間に加えて、総プ

レイ時間分歩いてどこまで行けるのかを調べること

ができます。 

　総プレイ時間チェックをされた方はもれなくゲーム内通貨が得られる「幸運の箱」1個と、ゲームプレイに欠かせない労働力を

回復できる「労働力補充剤(帰属)」1個をお受取りいただけます。 

　また、「あなたの総プレイ時間分歩くとどこまでチェック！」の結果をTwitterシェア機能にてツイートされた方の中から、抽選

で20名様に称号「過去を振り返る」、「幸運の箱」3個、「デルフィナードの星」20個をお贈りいたします。 

　ぜひこれまでのプレイ時間をチェックしてみてください。 

 

※当イベントは2013年10月1日(火)0時～2020年7月15日(水)メンテナンスの期間のプレイタイムより算出いたします。 

　該当の期間にプレイ履歴の無い方、もしくは総プレイ時間が短かった方におかれましては、ご参加いただけない場合がございます。 

 

▼イベント期間 

2020年7月22日(水)定期メンテナンス終了後～8月12日(水)定期メンテナンス開始前 

 

＜『アーキエイジ』7周年特設ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/info/evecam/anniversary_7th/index 

 

 

合計7,777名様にWebMoneyやノベルティグッズなどが当たる！ 
　　本日7月22日(水)より、サービス開始7周年を記

念して「感謝還元プレゼント」を開催いたしました。 

　期間中にログインされた方を『アーキエイジ』を始

めた日に応じてA～Gのグループに分け、各グルー

プごとに「WebMoney」や「ノベルティグッズ」などが

当たる抽選を開催いたします。 

　さらに、期間中にログインされた方全員に便利な

アイテムが詰まった「周年プレゼントボックス」をプレゼントいたします。特に『アーキエイジ』を長く遊んでいただいている方ほ

ど、豪華なアイテムがつまった「周年プレゼントボックス」を獲得することができますので、『アーキエイジ』へログインしてアイテ

ムをチェックしてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼イベント期間 

2020年7月22日(水)定期メンテナンス終了後～8月5日(水)定期メンテナンス開始前 
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＜『アーキエイジ』感謝還元プレゼント　告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2812 

 

 
7月23日(木)限定！「7周年スペシャルデー」実施 

　『アーキエイジ』のサービス開始7周年の当日であ

る7月23日(木)に、ゲーム内へログインされた方全

員に「7周年SpecialDayパッケージ」をお贈りいたし

ます。 

　「7周年SpecialDayパッケージ」には装備の強化剤

が獲得できる「募兵官の特製強化剤箱」や労働力を

追加回復する「庭園の浄水」など、冒険に役立つア

イテムが多数つまったパッケージです。 

7月23日(木)は、ぜひゲームにログインして「7周年SpecialDayパッケージ」をお受取りください。 

 

▼イベント期間 

2020年7月23日(木)0時～23時59分 

 

＜『アーキエイジ』7周年スペシャルデー　告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2811 

 

 
7周年前夜祭「ArcheAge真夏の花火大会」開催 

　『アーキエイジ』がサービス開始7周年を迎える7

月23日(木)を目前に控えた、本日7月22日（水）

に、前夜祭として「ArcheAge真夏の花火大会」を

開催致します。 

　各サーバーごとの決められた時間にGMが各会

場にて花火を打ち上げさせていただきます。 

　ゲーム内で打ち上げられる花火をどうぞお楽し

みください。 

 

▼イベント期間 

2020年7月22日(水)19時～20時40分 

※進行の関係で時間が前後する可能性がございます。予めご了承くださいませ。 

 

＜『アーキエイジ』ArcheAge真夏の花火大会　告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2833 

 

 
新登場の急斜面も登れる車「ストラダ」などが当たる 

「ArcheAge BOX」が登場！ 
　本日7月22日（水）より、新登場の四輪駆動車「ストラダ」などが当たる「ArcheAge 

BOX」が登場しました。「ストラダ」は急斜面も登ることのでき、貿易品などの荷物を運

ぶ際にとても重宝します。 

　さらに「ArcheAge BOX」からは「サンアーキウムの浄水」などの消費アイテムがつまっ

た「ボーナスボックス」が追加で必ず出現します。 

　ArcheAgeの冒険がより快適になるアイテムが当たる「ArcheAge BOX」を、ぜひ開封し

てみてください。 

 

▼販売期間 

2020年7月22日(水)定期メンテナンス終了後～8月12日(水)定期メンテナンス開始前 
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＜『アーキエイジ』ArcheAge BOX　告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2829 

 

 

■『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』7周年特設ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/info/evecam/anniversary_7th/index 

 

＜『アーキエイジ』感謝還元プレゼント　告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2812 

 

＜『アーキエイジ』7周年スペシャルデー　告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2811 

 

＜『アーキエイジ』ArcheAge真夏の花火大会　告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2833 

 

＜『アーキエイジ』ArcheAge BOX　告知ページ＞ 

https://archeage.pmang.jp/notices/2829 
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