
 
 
 
 
 
リネージュ II を公認ネットカフェからプレイすると特典が盛りだくさん！ 

経験値・SP（スキルポイント）の優遇はもちろん、ネットカフェポイントを貯めると、 

ポイントを素敵な特典などに交換できます。 

ネットカフェポイントは、公認ネットカフェでのリネージュ II プレイ時間に応じて 

自動的に獲得することができます。 

 

 

 

 

＜特典①＞経験値・SP（スキルポイント）が常時優遇されます。 
 

■ライブサービス 

モンスター討伐時の経験値・SP（スキルポイント）30％アップ 

 

■クラシックサービス 

モンスター討伐時の経験値・SP（スキルポイント）10％アップ 

 

※「経験値・SP（スキルポイント）UP・ドロップ確率 UP」の効果は 

キャラクターが死亡しても消えません。 

※「経験値・SP（スキルポイント）UP」の効果はペット及び召喚獣には適用されません。 

 

 

 

 

＜特典②＞ネットカフェポイントで武器や防具を手に入れよう。 
 
ネットカフェポイントとは？ 
公認ネットカフェからプレイすると、5 分毎に 10 ポイントが自動的に加算されます。 

蓄積できる上限は 200,000 ポイントです。 

獲得したポイントは、各村にいる NPC に話しかけて 様々な特典に使用できます。 

蓄積したネットカフェポイントは、自宅でも使用することができます。 

蓄積したネットカフェポイントは、使用するまで消えません。 

 

 

 

 

 

公認ネットカフェ特典 

リネージュⅡをネットカフェでプレイして特典をゲットしよう！ 

 

 

 
 ライブサービス クラシックサービス 

ライブサービス 



 

 

 

ネットカフェポイント交換品 
 

 

     加工石 
2017 年 10 月 18 日より以下のアイテムが追加されました。 
 

アイコン 名称 説明 必要ポイント 

 
マーシャルの車輪加工石 

(30日限定) 

シールドをマーシャルの車両形状に変える加工石。30日限定アイテム。 

100,000 ポイント 

 
シルバー スカラブ加工石 

(30日限定) 

シールドをシルバー スカラブ形状に変える加工石。30日限定アイテム 

100,000 ポイント 

 
ポリーネの武器・防具 

アイコン 名称 説明 必要ポイント 

 
ネットカフェ用： 

ポリーネのファンタスマ デュアルソード 

LV85 から着用可能なファンタスマ デュアルソード。 

攻撃速度 5％増加、物理クリティカル確率 82増加効果があります。 480 ポイント 

 
ネットカフェ用： 

ポリーネのファンタスマ カッター 

LV85 から着用可能なファンタスマ カッター。 

攻撃速度 5％増加、最大 HPの 25%増加効果があります。 480 ポイント 

 
ネットカフェ用： 

ポリーネのファンタスマ スラッシャー 

LV85 から着用可能なファンタスマ スラッシャー。 

攻撃速度 5％増加、物理クリティカル確率 82増加効果があります。 480 ポイント 

 
ネットカフェ用： 

ポリーネのファンタスマ アベンジャー 

LV85 から着用可能なファンタスマ アベンジャー。 

攻撃速度 5％増加、物理クリティカル確率 82増加効果があります。 480 ポイント 

 
ネットカフェ用： 

ポリーネのファンタスマ ファイター 

LV85 から着用可能なファンタスマ ファイター。 

攻撃速度 5％増加、最大 HPの 25%増加効果があります。 480 ポイント 

 
ネットカフェ用： 

ポリーネのファンタスマ ストーマー 

LV85 から着用可能なファンタスマ ストーマー。 

攻撃速度 5％増加、最大 HPの 25%増加効果があります。 480 ポイント 

 
ネットカフェ用： 

ポリーネのファンタスマ スローワー 

LV85 から着用可能なファンタスマ スローワー。攻撃速度 5％増加、 

物理スキルクリティカルダメージ 10%増加効果があります。 480 ポイント 

 
ネットカフェ用： 

ポリーネのファンタスマ シュトーゼ 

LV85 から着用可能なファンタスマ シュトーゼ。攻撃速度 5％増加、 

物理スキルクリティカルダメージ 10%増加効果があります。 480 ポイント 

 
ネットカフェ用： 

ポリーネのファンタスマ デュアルダガー 

LV85 から着用可能なファンタスマ デュアルダガー。攻撃速度 5％増加、 

物理クリティカルダメージ 7%増加効果があります。 480 ポイント 

 
ネットカフェ用： 

ポリーネのファンタスマ キャスター 

LV85 から着用可能なファンタスマ キャスター。 

魔法速度 15％増加、魔法力 5%増加効果があります。 480 ポイント 

 
NEW 

 



 
ネットカフェ用： 

ポリーネのファンタスマ レトリビューター 

LV85 から着用可能なファンタスマ レトリビューター。魔法速度 15%、 

攻撃速度 5%、魔法力 5%、攻撃力 5%増加効果があります。 480 ポイント 

 
ネットカフェ用：ポリーネの 

カデイラ 重装備ボックス 

LV85 から着用可能な重装備セットです。 

 480 ポイント 

 
ネットカフェ用：ポリーネの 

カデイラ 軽装備ボックス 

LV85 から着用可能な軽装備セットです。 

 480 ポイント 

 
ネットカフェ用：ポリーネの 

カデイラ ローブボックス 

LV85 から着用可能なローブセットです。 

 480 ポイント 

 
ネットカフェ用：ポリーネの 

カデイラ アクセサリボックス 

LV85 から着用可能なアクセサリセットです。 

 360 ポイント 

※上記全て 4 時間限定で使用できます。 

 
機能アイテム・タリスマン・特殊ルアー 
2017 年 10 月 18 日より一部のタリスマンが追加され、一部のタリスマンが削除されました。 
 
アイコン 名称 説明 必要ポイント 

 ネットカフェ用タリスマン： 

属性防御向上 2時間限定 

 

タリスマンを着用している間に、すべての属性防御が 50向上します。同

じ効果のタリスマンを 2 つ装備したり、同じ効果の神秘のタリスマンを装

備しても 1 つ分の効果のみ適用されます。 

180 ポイント 

 

ネットカフェ用タリスマン：

STR 

タリスマンを着用している時に、STR+5 の効果があります。同じタリスマ

ンを 2 つ以上装備しても 1 つ分の効果のみ適用されます。 

180 ポイント 

 

ネットカフェ用タリスマン：

INT 

タリスマンを着用している時に、INT+5 の効果があります。同じタリスマン

を 2 つ以上装備しても 1 つ分の効果のみ適用されます。 

180 ポイント 

 

ネットカフェ用タリスマン：

DEX 

タリスマンを着用している時に、DEX+5 の効果があります。同じタリスマ

ンを 2 つ以上装備しても 1 つ分の効果のみ適用されます。 

180 ポイント 

 

ネットカフェ用タリスマン：

WIT 

タリスマンを着用している時に、WIT+5 の効果があります。同じタリスマ

ンを 2 つ以上装備しても 1 つ分の効果のみ適用されます。 

180 ポイント 

 

ネットカフェ用タリスマン：

CON 

タリスマンを着用している時に、CON+5 の効果があります。同じタリスマ

ンを 2 つ以上装備しても 1 つ分の効果のみ適用されます。 

180 ポイント 

 

ネットカフェ用タリスマン：

MEN 

タリスマンを着用している時に、MEN+5 の効果があります。同じタリスマ

ンを 2 つ以上装備しても 1 つ分の効果のみ適用されます。 

180 ポイント 

 

ネットカフェ用タリスマン：攻

撃属性向上 

タリスマンを着用している時に、攻撃属性が 50向上します。同じタリスマ

ンを 2 つ以上装備しても 1 つ分の効果のみ適用されます。 

120 ポイント 

 

ネットカフェ特殊ルアー 
特別なフィッシング専用のルアー。使うと宝の地図を釣ることができます。

ネットカフェ以外でも使用できます。※下記ルアーについて参照 

6 ポイント 

 

ネットカフェ特殊ルアーについて 

・「ネットカフェ特殊ルアー」を使ってフィッシングに成功した場合、「宝の地図の切れ端」5種類の地図のうち一つをランダムで入手できます。 

 
NEW 



・「宝の地図の切れ端」は各村の釣り場組合員を通じてフィッシュ シチューで交換できます。 

・「宝の地図の切れ端」は 5種類をすべて集めてアデン城の村の釣り場組合員「リンネウス」に持っていくと 

完成した「宝の地図」に交換できます。 

 

※完成した「宝の地図」は 6種類存在し、使うと各釣り場に隠された宝物を探すクエストの中の一つを進行できます。 

 

機能アイテム（花火など） 

アイコン アイテム名 

説明 

必要ポイント 

 

花火 

使用すると花火を打ち上げる事ができるアイテムです。 

30 ポイント 

 

大花火 

使用すると大きな花火を打ち上げる事ができるアイテムです。 

60 ポイント 

 

ネットカフェ用：瞬間体力回復剤 

瞬間的に HP が回復します。 

100 ポイント 

 

ネットカフェ用：改良型カクテル 

「ポエムシリーズ」の効果がセットで得られます。 

240 ポイント 

 

ネットカフェ用：向上したバラ色の誘惑 

強化魔法アイテム 

360 ポイント 

 

装飾品 （武器加工石）※加工石はトレード可能です。 
アイコン アイテム アイテム種類 必要ポイント 

 

クロノキタラ加工石：片手剣(15日限定) 

武器加工石 8400 ポイント 

 

クロノタンバリン加工石：格闘用武器(15日限定) 

 

クロノカンパナ加工石：槍(15日限定) 

 

クロノダラブッカ加工石：両手鈍器(15日限定) 

 

クロノマラカス加工石：二刀流(15日限定) 

 

カボチャダガー加工石：ダガー(15日限定) 

 

カボチャデュアルダガー加工石：デュアルダガー(15日限定) 

 

かかし剣加工石：片手魔法剣(15日限定) 



 

装飾品 （特殊能力付きヘアアクセサリー） 
アイコン アイテム名 必要ポイント 

 

ベアー キャップ 

特殊能力：花火 帰還 ミステリアス 

1,200ポイント 

 

ピッグ キャップ 

特殊能力：花火 帰還 ミステリアス 

1,200ポイント 

 

魔術師の帽子 

特殊能力：花火 帰還 ミステリアス 

1,200ポイント 

 

鋼のサークレット 

特殊能力：花火 帰還 ミステリアス 

1,200ポイント 

 

ダンディ キャップ 

特殊能力：花火 帰還 ミステリアス 

1,200ポイント 

※特殊能力が付与された、幻影兵器アイテムです。 

※花火、大花火、加工石以外のアイテムはトレード、ドロップ、血盟倉庫、郵便の利用はいずれもできません。個人倉庫の利用、ゴミ

箱への破棄のみ可能です。 

 

 

 

＜特典③＞ネットカフェ専用コンテンツが盛りだくさん！ 
 
効率重視のカマロカに突入せよ！ 

村に配置された NPC「警備隊長」、「パスファインダー要員」から、大人気の「ニア カマロカ｣、｢リム カマロカ｣に入場できます。 

 

1 回 250 ポイント 

 高い報酬が期待できるレイド型モンスターが待ち構える狩場です。 

 2～6 人パーティー全員が、必要なネットカフェポイントを所持していると入場できます。 

 1 日 1 回限り、入場が可能です。 

 制限時間は 30 分です。 

 入場制限時間は毎日午前 6 時 30 分に初期化されます。 

 各村の中央に配置されている警備隊長から入場できます。 

 各村のニア カマロカは、適正レベルが異なります。 

 

ニア カマロカの位置と入場できるキャラクターのレベル 

場 所 NPC レベル 

グルーディオ城の村 バティア 18～31 

ディオン城の村 ルーカス 28～41 

ライブサービス 



水上都市ハイネス ゴスタ 38～51 

オーレン城の村 モーエン 48～61 

シュチュッツガルト城の村 ビショスキー 58～71 

リム カマロカ 

1 回 100 ポイント 

 ソロ専用で、高い報酬が期待できる狩場です。 

 1 日 1 回限り、入場が可能です。 

 制限時間は 30 分です。 

 入場制限時間は毎日午前 6 時 30 分に初期化されます。 

 各村の中央に配置されているパスファインダー要員から入場できます。 

 各村のリム カマロカは、適正レベルが異なります。 

※リム カマロカは、公認ネットカフェ以外からは入場できません。 

 

リム カマロカの位置と入場できるキャラクターのレベル 

場 所 レベル 

グルーディオの村 20～35 

ディオン城の村 20～40 

水上都市ハイネス 30～50 

オーレン城の村 35～60 

シュチュッツガルト城の村 45～70 

ルウン城の村 55～80 

 

その他特典 狩場に素早くテレポート！ 

もう狩場へ走っていられません！冒険家組合員から、周辺にテレポートできます。 

移動先がゲートキーパーと異なり、狩場の移動も快適です。 

 

※実際のテレポート内容はそれぞれの村の冒険家組合員にご確認ください。 

※カマエルの村の冒険家組合員にはテレポート機能はありません 

 

その他特典 補助魔法でパワーアップ！ 

冒険家組合員から、お好きな補助魔法をかけてもらうことができます。 

  

名称 レベル 説明 消耗ポイント 

選択 ポエム オブ ホーン 

ポエム オブ ドラム 

ポエム オブ オルガン 

ポエム オブ ギター 

1 選択したポエム エンチャントが受けられます。 各 20ポイント 



セット ポエム 4 種+ハーモニー

（選択）+ソナタ 3 種 

1 ガーディアンズ、バーサーカーズ、マジシャンズから選

択 

200 ポイント 

 

セット ポエム 4 種強化魔法セッ

ト 

1 ポエム エンチャント 4 種セットが受けられます。 80 ポイント 

 

 キャラクターのレベルに関係無く補助魔法の効果を 60 分間得ることができます。 

 ペット／召喚獣も同じ補助魔法を受けられます。 

 

【ネットカフェポイントに関する注意事項】 

 ポイントはキャラクター毎に加算され、キャラクターがサーバーに接続した時点から、連続したプレイ時間に応じて 5 分毎に自動的

に加算されます。（リスタート毎にポイント加算を算出するプレイ時間がリセットされます） 

 ポイントはワールド単位で共通となります。１キャラクターで 100 ポイントを得た場合、他のキャラクターに変えても 100 ポイン

トとなります。 

 複数の公認ネットカフェでプレイしても、ポイントは加算されます。 

 ポイントを使用して得られる補助魔法は、正常にゲームを終了できなかった場合、その効果が消滅する事があります。既に効果が得

られている為、使用されたポイントの復旧は致しかねます。 

※諸事情により、リネージュ II 導入を見合わせている店舗がございます。リネージュ II 導入パソコンからの接続かご確認ください。 


