
報道関係者各位 2021年12月22日（水）

【ゲームオン　プレスリリース】

すべての人に捧げるオンラインRPG『LOST ARK』　

新クラス「ガンスリンガー」や
ストーリーの山場を迎える12月アップデート

「ベルン南部」本日実装！
～本日開始の記念キャンペーンや年末年始企画も目白押し！～

　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“すべての人に

捧げるオンラインRPG”『LOST ARK』（以下『ロストアーク』）において、本日、12月アップデート「ベルン南

部」を実装いたしました。

　「ベルン南部」はこれまで語られてきたメインストーリーが山場を迎える内容となっております他、新コ

ンテンツ「軍団長レイド：ヴァルタン」や新クラス「ガンスリンガー」も実装となった大型アップデートです。

■「ベルン南部」とは

　新エリアとして、本日のアップデートで実装いたしました。この「ベルン南部」ではメインストーリーの続

きが追加となり、いよいよ山場を迎えます。

＜アップデート「ベルン南部」紹介ページ＞

https://info.pmang.jp/lostark/update/2021_roadmap/second_half?id=block07

■新コンテンツ「軍団長レイド：ヴァルタン」とは
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　新コンテンツとして「軍団長レイド：ヴァルタン」を実装しました。「軍団長レイド」は過去最大スケールの

ギミックを誇るパーティー向けのコンテンツとなります。また、「軍団長レイド」では「エスター」と呼ばれる

英雄たちが登場し、様々な効果をもった特別スキルで戦闘の手助けをしてくれます。エスターの力を借り

て悪魔軍団長たちを撃退してください。

■新クラス「ガンスリンガー」とは

　「ガンスリンガー」は三種の銃を使い分けるスタイルで近距離も遠距離も対応可能なオールラウンダー

の新クラスです。

　既存クラス「デビルハンター」の性別変更クラスですが、スキルの効果を変化させるトライポッドや覚醒

スキルが異なっており、一味違う戦闘をお楽しみいただけます。

　以下の動画にて新クラス「ガンスリンガー」の紹介も行っておりますので、是非ご覧ください。

＜新クラス「ガンスリンガー」紹介ページ＞

https://pages.pmang.jp/lostark/posts/1466

●【2022年1月7日まで！】ストーリー動画を見てグッズを当てよう！新規登録イベント

　12月7日(火)より、『ストーリー動画を見てグッ

ズを当てよう！新規登録イベント』を実施してお

ります。

　期間中に新規で『LOST ARK』を始めて、上記

で紹介しました動画の概要欄に記載されてい

る秘密の暗号を応募すると、「オリジナルジョッ

キ」や「オリジナルマスク」などが当たる抽選に

参加できます。

　ぜひ、この機会に『LOST ARK』を遊んでみてください。

【開催期間】

2021年12月7日（火）0：00 ～ 2022年1月7日（金）23：59

＜ストーリー動画を見てグッズを当てよう！新規登録イベント告知ページ＞
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https://pages.pmang.jp/lostark/posts/2834

●本日開始の記念キャンペーンや年末年始企画を一挙紹介！

・超成長祭イベント

　12/22(水)メンテナンス後から、最前線までの

成長をサポートする2種のゲーム内イベントが

開催されます。

装備Lv1302まで一気に無料ジャンピングでき、

装備Lv1390まで楽々成長を目指せる「ハイ

パーエクスプレス×ジャンピングイベント」に加

えて、ミッションをクリアしていくことで豪華報酬

を獲得できる「アークパス：高貴な宴会」に参加して最前線まで到達しましょう。

【開催期間】

ハイパーエクスプレス×ジャンピング：2021年12月22日（水）メンテナンス後 ～ 2022年2月24日（木）メン

テナンス前まで

アークパス-高貴な宴会：2021年12月22日（水）メンテナンス後 ～ 2022年3月23日（水）メンテナンス前ま

で

※詳細な日程は以下の特設ページをご確認ください。

＜超成長祭イベント特設ページ＞

https://info.pmang.jp/lostark/evecam/hyper_express

・冒険者の皆様へ　感謝の贈り物

　12/22(水)メンテナンス後から、豪華アイテムが沢

山詰まった「年末感謝箱」を獲得できるアイテムコー

ドが公開されます。初登場の乗り物「ガイツロー

ダー」やガンスリンガーまで着用できる「動物アバ

ター」など、盛り沢山のアイテムがアイテムコード入

力で獲得できるので是非、忘れずお受け取りくださ

い。

＜冒険者の皆様へ　感謝の贈り物　告知ページ＞

https://pages.pmang.jp/lostark/posts/2933
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・スターライトフェスティバル島

　期間限定のイベント島として「スターライトフェスティ

バル島」が登場いたします。イベントに参加して「ダイ

ナソーアバター選択箱」やさまざまな便利アイテムの

なかからランダムでアイテムを獲得できる「きらめくプ

レゼント箱」などをGETしましょう。

【開催期間】

2021年12月22日（水）メンテナンス後 ～ 2022年1月19日（水）メンテナンス前まで

＜スターライトフェスティバル島　告知ページ＞

https://pages.pmang.jp/lostark/posts/2936

・年末年始HotTimeイベント

　12月23日(木)から2週連続で「年末年始!

HotTimeイベント」を開催いたします。イベント期

間中にゲー

ムにログインすると、レイド攻略などに役立つイ

ベント限定アイテム「バーベキュー：冬の祭典

ケーキ(24人分)」や装備強化に使用するさまざ

まな素材などが獲得できます。

また、全日程ログインすることで、アクセサリーの取引等で使用する「ペオン」が計80個獲得可能です。

この機会を逃さず、是非参加してください。

【開催期間】

第1回:2021年12月23日（木）～ 2021年12月26日（日）

第2回:2021年12月30日（木）～ 2022年1月2日（日）

※各日9:00～23:59までの開催となります。

＜年末年始HotTimeイベント　告知ページ＞

https://pages.pmang.jp/lostark/posts/2939
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・ゆく年くる年BINGO

　ゲーム内で様々なコンテンツをクリアして

BINGOを目指す「ゆく年くる年BINGO」が開催さ

れます。BINGOを達成するとキャラクターの強化

に役立つ「刻印書」や装備が強化できる「再錬素

材」が獲得できます。

【開催期間】

2021年12月22日（水）メンテナンス後 ～ 2022年1月19日（水）メンテナンス前まで

＜ゆく年くる年BINGO特設ページ＞

https://lostark.pmang.jp/bingo

・開運パカパカ箱最大55個プレゼント

　年末年始にかけて実施されるイベントに参加

すると、なんと「開運パカパカ箱」が最大55個入

手できる大チャンスです。「開運パカパカ箱」は

使用すると、大吉・吉・小吉・中吉・凶の中からラ

ンダムで1つ箱を獲得できます。ハズレは無く、

各箱からは複数のアイテムが獲得できる、おみ

くじ感覚の楽しいアイテムとなっております。

　各イベント期間やイベントへの参加方法は告知ページをご参照ください。

＜開運パカパカ箱最大55個プレゼント 告知ページ＞

https://pages.pmang.jp/lostark/posts/2942
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関連リンク一覧

■『ロストアーク』ゲーム紹介ページ

https://lostark.pmang.jp/lp

■『ロストアーク』公式メンバーサイト

https://lostark.pmang.jp/

■アップデート「ベルン南部」紹介ページ

https://info.pmang.jp/lostark/update/2021_roadmap/second_half?id=block07

■新クラス「ガンスリンガー」紹介ページ

https://pages.pmang.jp/lostark/posts/1466

■ストーリー動画を見てグッズを当てよう！新規登録イベント告知ページ

https://pages.pmang.jp/lostark/posts/2834

■超成長祭イベント特設ページ

https://info.pmang.jp/lostark/evecam/hyper_express

■冒険者の皆様へ　感謝の贈り物　告知ページ

https://pages.pmang.jp/lostark/posts/2933

■スターライトフェスティバル島　告知ページ

https://pages.pmang.jp/lostark/posts/2936

■年末年始HotTimeイベント　告知ページ

https://pages.pmang.jp/lostark/posts/2939

■ゆく年くる年BINGO特設ページ

https://lostark.pmang.jp/bingo

■開運パカパカ箱最大55個プレゼント 告知ページ

https://pages.pmang.jp/lostark/posts/2942

■『ロストアーク』公式Twitter

@Official_LAJP

https://twitter.com/Official_LAJP

■株式会社ゲームオン コーポレートサイト

https://www.gameon.co.jp/

■オンラインゲームポータル「Pmang」公式サイト

https://www.pmang.jp/

●コピーライト表記
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『ロストアーク』について

　MMORPG『ロストアーク』は2020年9月23日（水）にオープンサービスを開始した、WindowsPC向けのオ

ンラインRPGです。

　特徴的なカメラワークで展開するドラマチックな

ストーリーを楽しめるほか、豪快なアクションで

複数の敵をなぎ倒す迫力あるバトルも楽しむこ

とができます。

　また、美麗なグラフィックやフィールドに散りば

められた数々のギミックによる心躍る冒険がプ

レイヤーを待ち受ける期待の新作タイトルです。

■『ロストアーク』ゲーム紹介ページ

https://lostark.pmang.jp/lp
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