
報道関係者各位

【ゲームオン　プレスリリース】

新作MMORPG『ELYON（エリオン）』

新クラス「パラディン」、バランス調整や新装備「遺物」

マナ覚醒新シーズン含むアップデートを本日実施！
～毎日挑戦！最大5等級ルミナスが当たる！？「ルミナスチャレンジイベント」も開催～

2022年6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：文 智秀（ムン・ジス）]が運営する新作MMORPG

『ELYON』（以下『エリオン』）につきまして、新クラス「パラディン」、新装備「遺物」、バランス調整、マナ覚醒新

シーズンを含むアップデートを2022年6月22日（水）に実施いたしました。

　また、アップデートを記念した様々なイベントも本日より開始しております。

■本日2022年6月22日（水）新クラス「パラディン」実装を含むアップデート実施

　本日、新クラス「パラディン」実装を含むアップデートを実施いたしました。また、新装備「遺物」、「マナ覚醒」の

新シーズン、バランス調整など盛りだくさんの内容となっております。

●新クラス「パラディン」とは

　攻撃から仲間の強化、回復まで、様々な役割をこなすことが出来ます。また、ウォーロードやミスティックといっ

たクラスとの連携が重要となるスキル等もあり、パーティープレイにおいても重要な存在となるクラスです。
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●新スタイルスロット装備「アームレット」実装

　新スタイルスロット装備「アームレット」が実装されました。キャラクターレベル35から装備が可能で、通常のス

タイルスロット装備とは異なり、能力値をもつ「スタイルアイテム」となります。

　「アームレット」は強化スロットが存在せず、強化回数の制限がないため最大強化値まで強化することが出来

ます。また「アームレット」は昇級が可能であり、強化失敗時に強化成功確率に補正値がつき、成功するまで蓄

積されます。

　※アームレットと強化石、昇級石はNPCより購入も可能です。

●新装備アイテム「遺物」実装

　新装備アイテム「遺物」が実装されました。「遺物」はキャラクターレベル45から装着が可能となり、キャラクター

ごとに最大2個まで装着が可能なアイテムです。

　「遺物」は全てで10種類あり、それぞれ異なる基本性能とランダム効果が付与されています。

　強化に失敗しても強化値の減少や、アイテムが破壊されることはなく、強化し続ける事が可能となります。

　アップデートの詳細は下記ページをご確認ください。

【2022/6/22(水)アップデート】パッチノート

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4514
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■毎日挑戦！最大5等級が当たる！？ルミナスチャレンジイベント

　期間中ログインすることで、毎日最大3個配布される

「[2段階] ルミナスチャレンジ箱」を開封すると、最高

で5等級のルミナスが手に入るチャンスとなっておりま

す。また、期間中に「[2段階] ルミナスチャレンジ箱」を

獲得した方の中から、抽選で100名様に「星座を忘れ

たルミナス」をプレゼントいたします。

　「星座を忘れたルミナス」は5等級のルミナスです

が、「きらびやかなルミナス変換石」を使用してルミナ

ス変換を行うことで初めて召喚が可能となる特殊なルミナスとなります。

　ルミナスが大量に獲得できるイベントとなりますので、毎日ログインして受け取りましょう。

【開催期間】：2022年6月22日（水）メンテナンス終了後 ～7月20日（水）メンテナンス開始前まで

ルミナスチャレンジイベント

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4538

■期間限定で専用クエストが登場！パラディン実装記念イベント　

　新クラス「パラディン」の実装を記念して、「パラディン実

装記念イベント」を開催いたします。　

　

　毎日ログインで貰える「[イベント]預言者の洗礼書」を

使用してパラディン専用クエストを受注し、クエストクリア

で貰える「[イベント]パラディン紋章」を集めることで、「狩

り経験値＋200％ポーション」や「ダウン防止ツール」など

の様々なアイテムに交換することができます。

【開催期間】：2022年6月22日（水）メンテナンス終了後 ～ 2022年7月20日（水）メンテナンス開始前まで

パラディン実装記念イベント

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4547
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■経験値ギガ盛り祭開催！大量の経験値をGETしてキャラクターをパワーアップさせよう！

　期間中にログインした日数と7月20日（水）メンテナンス

時点の最も高いキャラクターレベルに応じて、最大で20

億経験値がもらえるイベントを開催しております。

　さらに、レベルに応じて「輝くルミナス箱」や「きらびやか

なルミナス箱」等、冒険に役立つルミナス箱をプレゼント

いたします。

【開催期間】：2022年6月22日（水）メンテナンス終了後 ～ 2022年7月20日（水）メンテナンス開始前まで

経験値ギガ盛り祭イベント　

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4541

■サーバー統合についてのお知らせ

　2022年7月20日（水）に現在ある3つのサーバーを1つ

のサーバーに統合いたします。

　また、サーバー統合に向けて、先行して6月22日（水）

よりサーバー名を決定するTwitterイベントを開催中で

す。抽選で10名様に「10,000ギア」が当たるイベントとな

りますので、是非渾身のサーバー名をご投稿ください。

サーバー統合のお知らせ

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4553

サーバー統合記念！新サーバー名募集イベント

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4550
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『エリオン』について

　『エリオン』は、スキルや攻撃の追加効果など戦

闘に関するカスタマイズの幅が広く、自分だけの

スタイルでノンターゲティング方式の迫力のあるバ

トルアクションを楽しむことができるMMORPGで

す。

　強化をしていない基本スキルだけでも300万通り以

上の組み合わせが可能で、その組み合わせで自分

だけの個性を見つけ出すことができ、PvEからPvPま

で手に汗握る戦いがプレイヤーを待ち受ける期待の

新作タイトルです。

ジャンル MMORPG

開発元 Bluehole Studio, Inc.

発売元 ゲームオン

発売日 2021年11月12日（金）

価格 基本プレイ料金無料＋アイテム課金制

■『エリオン』公式サイト

https://elyon.pmang.jp/lp

■動作環境

必要動作環境 推奨動作環境

OS Windows 8.1（64bit） Windows 10（64bit）

CPU Intel i3　/　Ryzen 3-1200（3.1GHz） Intel i5　/　Ryzen 5-1600（3.2GHz）

グラフィック

カード

NVIDIA Geforce GTX 760

AMD Radeon R9 280

NVIDIA Geforce GTX 970

AMD Radeon RX 580

HDD/SSD

空き容量

HDD 50GB以上 SSD 50GB以上

メモリ 8GB 以上 16GB 以上

DirectX® DirectX 11 DirectX 11
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　■■■　各種リンク　■■■

■『エリオン』【2022/6/22(水)アップデート】パッチノート

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4514

■『エリオン』ルミナスチャレンジイベント

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4538

■『エリオン』パラディン実装記念イベント

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4547

■『エリオン』経験値ギガ盛り祭イベント　

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4541

■『エリオン』サーバー統合のお知らせ

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4553

■『エリオン』サーバー統合記念！新サーバー名募集イベント

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4550

 ■『エリオン』公式サイト

https://elyon.pmang.jp/lp

■『エリオン』公式Twitter

https://twitter.com/ELYON_JP

■『エリオン』公式Discordサーバー

https://discord.com/invite/7YCtxnNUTk

■『エリオン』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCz8-xxfvMQsIOGC9GDfq1pQ

■『エリオン』公式LINEアカウント

https://page.line.me/666dlcok

■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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