
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）』

総額200万円分の「出前館」クーポン当たるキャンペーン開始！

「欲望の神殿」やフィールドPVPの発生しない「和平チャンネル」も登場！
～「ソウルブリンガー」事前登録や全身装備が揃う「新キャラ応援（伝説装備とか配るよ）イベント」も開催～

2022年7月20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』）において、総額200万円分の「出前館」クーポンが当たるキャンペーン「ネトゲをプレ

イしていたら、クーポンめちゃくちゃもらえた件。」を本日より開催いたします。

　また、新コンテンツ「欲望の神殿」、フィールドPVPの発生しない新チャンネル「和平チャンネル」を含むアップ

デートを本日実施いたしました。アップデートを記念した様々なイベントも開始しております。

■4週連続開催！総額200万円分の「出前館」クーポン当たる！

　「ネトゲをプレイしていたら、クーポンめちゃくちゃもらえた件。」

　本日よりキャンペーン「ネトゲをプレイしていたら、クーポンめちゃくちゃもらえた件。」が開始となりました。本

キャンペーンは当選者が複数人数出た場合には「山分け」を、当選者が少数の場合は残額を翌週に「キャリー

オーバー」をしていく仕組みとなっております。

ネトゲをプレイしていたら、クーポンめちゃくちゃもらえた件。

https://info.pmang.jp/elyon/evecam/2022_demaekan

　レベル20以上のキャラクターで『エリオン』にログインし、公式生放送で抽選される3桁の数字を予想いただくこ

とでご参加いただけるキャンペーンとなっております。見事抽選された3桁の数字を的中させた方全員で、毎週

合計50万円分の「出前館」クーポンを山分けいたします。

　本キャンペーンでは、第1週目～第3週目のおひとりあたりのプレゼント上限金額は10万円分までとなってお

り、3桁すべてを的中された人が規定の人数未満の場合（※）、残った金額は翌週にキャリーオーバーされ、翌

週の当選総金額が増加いたします。

（※例：その週の当選総額が50万円分の状況で当選者数が3人の場合、20万円分のキャリーオーバーが発生）
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　ただし、最終週（第4週目）はおひとりあたりのプレゼント上限金額はなく、的中された方全員で残額をすべて山

分けいたします。

【開催期間】：2022年7月20日（水）メンテナンス終了後 ～ 8月21日（日）23:59まで

※各週の応募受付期間および抽選日程については、キャンペーンページをご確認ください。

【当選条件・プレゼント内容】：

当選条件・人数 プレゼント内容

生放送で抽選された3桁の数字について、

3桁的中された方全員

出前館クーポン合計50万円分を当選者全員で山分け

※第1～3週目はおひとりあたり10万円分まで

※キャリーオーバーの状況により、各週の合計金額は増加い

たします。

生放送で抽選された3桁の数字について、

下2桁を的中された方から抽選で10名様

WebMoney 3,000円分

生放送で抽選された3桁の数字について、

下1桁を的中された方から抽選で20名様

WebMoney 1,000円分

※出前館クーポンの仕様や使用方法、当選以降の詳細に関しましては、キャンペーンページおよび注意事項

ページをご確認ください。

【応募方法】

ステップ（１）：レベル20以上のキャラクターで『エリオン』にログイン（※1）

ステップ（２）：毎週ご紹介する本キャンペーンの応募アンケートフォームからお好きな数字3桁を選んでご回答く

ださい。（※2）

※1ゲームのフィールドにキャラクターが表示されるところまでお進みください。

※2アンケートの送信ボタンを押した後、送信完了画面が表示されるとエントリー完了です。

ネトゲをプレイしていたら、クーポンめちゃくちゃもらえた件。

https://info.pmang.jp/elyon/evecam/2022_demaekan
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■本日2022年7月20日（水）新コンテンツ「欲望の神殿」実装を含むアップデート実施

　本日、新コンテンツ「欲望の神殿」実装を含むアップデートを実施いたしました。また、PVP不可の新チャンネル

など盛りだくさんの内容となっております。

●新コンテンツ「欲望の神殿」とは

　同じクランのメンバー以外のプレイヤーはすべて敵対関係となる、PVPとPVEが共存する新コンテンツです。ま

た、内部は階層ごとに様々な特色があり、階層によって新規アクセサリーなどのレアアイテムが獲得可能なモン

スターが出現します。また、「機会の宮殿」に次いで「自動戦闘」が可能な２つ目のコンテンツになります。

　

●フィールドPVPの発生しない新チャンネル「和平チャンネル」実装

　兼ねてより、ご要望の多かったフィールド上でのPVPが発生しないチャンネル「和平チャンネル」を実装いたし

ました。大拠点や村などで紛争モードのON/OFFを切り替えることが可能となり、紛争モードがOFF状態の　「和

平チャンネル」では、相手陣営から攻撃されることがないため、安心してコンテンツを利用することが出来ます。
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●ルーンストーンオプション変更機能の実装　

　ルーンストーンのオプションを変更できる機能が追加されました。同一段階のルーンストーンまたは新アイテム

「ルーンのエッセンスを込めた魔法書」を使用することで、オプション変更が可能となります。新アイテムを使用す

るとオプション変更時に不要なオプションを除外することができるため、以前より自分好みのオプションを狙いや

すくなります。

　アップデートの詳細につきましては、下記ページをご確認ください。

【2022/7/20(水)アップデート】パッチノート

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4859
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■ソウルブリンガー実装直前！事前登録キャンペーン！

　新クラス「ソウルブリンガー」を含む8月のアップデー

ト実施に向けた事前登録キャンペーンを開始いたしま

す。

　期間中、ゲームへのログインを行い、さらにアン

ケートに回答していただいた方全員に限定「ソウルブ

リンガースタイル装備(アバター)」をプレゼントいたし

ます。

　さらに、友達紹介キャンペーンを同時開催いたします。友達を招待していただくと、「ランダム召喚獣箱」や「ル

ミナスランダム箱II 10＋1」等の豪華アイテムを招待をした方、受けた方の双方にプレゼントいたします。

【開催期間】：2022年7月20日（水）メンテナンス終了後 ～ 8月24日（水）メンテナンス開始前まで

ソウルブリンガー実装直前！ 事前登録キャンペーン！

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4856

■経験値＆装備強化　超poweeeeer UP!!

　7月アップデートを記念して、超強力なバフイベントを

開催いたします。

　ハース大陸での狩り獲得経験値が最大20倍となり、

キャラクター育成をサクサクと進めることができます。

　また、『エリオン』で初めてとなる装備強化・ルーン昇

級に関連するバフも適用いたしました。武器/防具の

強化成功確率が20%上昇し、ルーンストーン昇級の成

功確率が2倍となっておりますので、装備のパワー

アップもいつもよりチャレンジしやすくなっております。

【開催期間】

狩り獲得経験値上昇期間：2022年7月20日（水）メンテナンス終了後 ～ 9月21日（水）メンテナンス開始前まで

装備強化成功確率上昇期間：2022年7月20日（水）メンテナンス後 ～ 8月24日（水）メンテナンス開始前まで

ルーン昇級成功確率上昇期間：2022年7月20日（水）メンテナンス後 ～ 9月21日（水）メンテナンス開始前まで

経験値＆装備強化　超poweeeeer UP!!

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4829
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■全身装備が揃う！新キャラ応援（伝説装備とか配るよ）イベント　　

　アップデートを記念して、強力な伝説等級装備や、レベ

ルアップに役立つアイテム等をプレゼントする新キャラ応

援イベントを開催いたします。　

　

　新キャラクター作成時に貰える「冒険者成長支援箱」

は、23時間ごとに開封可能なアイテムで、開封すると伝

説等級の装備が入った「冒険者成長伝説装備箱」や

「[帰属] 5段階ルーンストーン選択箱」などの冒険に役立

つ豪華アイテムを確定で獲得することができます。

【開催期間】：2022年7月20日（水）メンテナンス終了後 ～ 2022年9月21日（水）メンテナンス開始前まで

全身装備が揃う！新キャラ応援（伝説装備とか配るよ）イベント

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4847

■可愛くて強いエリーンと一緒に『エリオン』の世界を楽しもう！

　 期間限定で固定スキルを持った「召喚獣 : 水着エ

リーン(武器最小攻撃力増加)」＆「召喚獣 : 水着エ

リーン(クリティカル命中増加)」や、「召喚獣：赤ちゃん

パンダ」等の新規召喚獣もランダムで獲得できる「召

喚獣水着エリーンガチャ」が登場しました。ルビー商

店以外にギア商店でも交換が可能となりますので、

是非GETしてみてください。

【交換期間】：2022年7月20日（水）メンテナンス終了後 ～ 2022年9月7日（水）メンテナンス開始前まで

召喚獣：水着エリーン登場！　

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4904
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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』ネトゲをプレイしていたら、クーポンめちゃくちゃもらえた件

https://info.pmang.jp/elyon/evecam/2022_demaekan

■『エリオン』【2022/7/20(水)アップデート】パッチノート

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4859

■『エリオン』ソウルブリンガー実装直前!事前登録キャンペーン!

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4856

■『エリオン』経験値＆装備強化　超poweeeeer UP!!

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4829

■『エリオン』全身装備が揃う！新キャラ応援（伝説装備とか配るよ）イベント

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4847

■『エリオン』可愛くて強いエリーンと一緒に『エリオン』の世界を楽しもう！

https://pages.pmang.jp/elyon/posts/4904

 ■『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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