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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

30階の塔を、天上を目指し駆け上がれ！ 

2016年初のアップデートは1/21、 

1人専用インスタンスダンジョン「挑戦の塔」を実装 

特製クリアファイルが当たるTwitterキャンペーンを開始 
 

株式会社WeMade Online(本社:大阪府大阪市、代表取締役:崔鍾玖、以下WeMade Online)と、NHN ハンゲ

ーム株式会社(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長:黄載皓／崔有喆、以下NHN ハンゲーム)は、WEMADEIO Co., 

Ltd.(本社:韓国、代表理事:張賢国)が開発した PC オンラインゲーム、天地を駆けるファンタジーMMORPG

『ICARUS ONLINE』(イカロス オンライン)において、2016年初のアップデート「挑戦の塔」を、2016年1

月21日(木)に実施すると発表しました。また、特製クリアファイルが当たるTwitterキャンペーンを本日より開

始しました。 
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■30階建てのニクイやつ、「挑戦の塔」アップデートを1/21に実施 

『ICARUS ONLINE』2016年初のアップデートは、1人専用インスタンスダンジョン「挑戦の塔」の実装。 

30 階建ての高い高いダンジョンがプレイヤーを待ち受けます。力試しにもってこいの「挑戦の塔」をどこまで

上れるかは、プレイヤーの実力次第。装備やペットを強化して2016年1月21日(木)の実装に備えよう！ 

 

 
 

■「挑戦の塔」アップデート概要 

・1人専用新インスタンスダンジョン「挑戦の塔」実装 

※この他のアップデート事項は、アップデート当日に発表します。 

 

 

■1人専用インスタンスダンジョン「挑戦の塔」とは？ 

「挑戦の塔」は、一日一回 40 分間のみ入場できる 1 人専用ダンジョンで、塔という名にふさわしく 1 階～30

階までの部屋で構成されています。各階層の部屋をクリアすると次の階に進めるようになりますが、死亡もしく

は入場後40分経過により挑戦は終了となります。 

また、「挑戦の塔」内部ではクリティカル率減少や回避率減少などステータスを減少させる阻害効果がつき、キャ

ラクターの行動が大幅に制限されてしまいます。 

 

■「挑戦の塔」で記録を更新すると？ 

行動が制限された中で攻略する必要がある「挑戦の塔」は階層ごとにポイントが割り振られており、取得ポイン

トにより一週間に一度、そして一ヶ月に一度、プレイヤーランキングが更新されます。ランキング上位入賞者に

は豪華な報酬が用意されているので、自分の限界にチャレンジしてみよう！ 
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◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』アップデート「挑戦の塔」実装予告はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=53 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』アップデート「挑戦の塔」実装予告はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=56 

  

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=53
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=56
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■『ICARUS ONLINE』特製クリアファイルが当たる！Twitter限定キャンペーンを開始 

『ICARUS ONLINE』特製クリアファイルが当たるTwitter限定キャンペーンを開始しました。 

 
 

■[Twitter限定]クリアファイルプレゼントキャンペーンの概要 

公式Twitterアカウント「@ICARUS_ONLINE」をフォローし、イベント対象ツイートをリツイートすることで、

『ICARUS ONLINE』特製クリアファイルを抽選で5名様にプレゼントします！ 

 

◇「Twitterキャンペーン」の実施期間 

2016年1月14日(木)～1月17日(日)23:59まで 

 

◆『ICARUS ONLINE』公式Twitterアカウントはこちら 

https://twitter.com/ICARUS_ONLINE 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「[Twitter限定]クリアファイルプレゼントキャンペーン」告知はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=81 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「[Twitter限定]クリアファイルプレゼントキャンペーン」告知はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=76 

  

https://twitter.com/ICARUS_ONLINE
http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=81
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=76
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■「イカロスドリームチャンス」イベントを実施 

毎日内容が変わるさまざまなミッションをクリアすると、冒険に役立つアイテムをプレゼントされる「イカロス

ドリームチャンス」イベントを実施します。 

 

 
 

■「イカロスドリームチャンス」イベント概要 

イベント期間中、その日に指定されたミッションをクリアすることで、冒険に役立つアイテムがもらえます。ま

た、すべてのミッションをクリアしたキャラクターには追加で「ラビニ族の金貨」がプレゼントされます。 

さらに、各ミッションをクリアした方を対象に、各日抽選で追加報酬をプレゼントします。 

 

◇「イカロスドリームチャンス」イベント実施期間 

2016年1月14日(木)～1月20日(水)23:59まで 

 

◇「イカロスドリームチャンス」の報酬アイテム 

日付 項目 内容 

1/14(木) 

ミッション内容 1時間ゲームをプレイ 

達成報酬 召喚書：委託販売仲介人(7日)×1 

抽選報酬 フェロー完全成長のポーション×3 当選数：7名 

1/15(金) 

ミッション内容 「灼熱の火山遺跡」ダンジョンを2回クリア 

達成報酬 ラビニ族の金貨×1 

抽選報酬 フェローハンターのボックス×3 当選数：50名 

1/16(土) 

ミッション内容 「ノディアスの結界」ダンジョンを1回クリア 

達成報酬 レイド探索許可証×5 

抽選報酬 伝説帰属解除呪文書Ⅵ×1 当選数：7名 
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日付 項目 内容 

1/17(日) 

ミッション内容 「カルレアン邸」ダンジョンを2回クリア 

達成報酬 ラビニ族の金貨×1 

抽選報酬 フェローハンターのボックスⅡ×3 当選数：50名 

1/18(月) 

ミッション内容 精鋭等級のフェローを3体捕獲 

達成報酬 召喚書：倉庫番(7日)×1 

抽選報酬 エルン300個ボックス×1 当選数：7名 

1/19(火) 

ミッション内容 「絶対凍土マトレーン」ダンジョンを2回クリア 

達成報酬 ラビニ族の金貨×1 

抽選報酬 フェローハンターのボックスⅢ×3 当選数：50名 

1/20(水) 

ミッション内容 「ラビニ村」ダンジョンに入場 

達成報酬 レイド探索許可証×5 

抽選報酬 ラビニ族の金貨×30 当選数：7名 

特別 
ミッション内容 毎日のミッションをすべて達成する 

達成報酬 ラビニ族の金貨×5 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「イカロスドリームチャンス」イベント告知はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=82 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「イカロスドリームチャンス」イベント告知はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=75 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』公式サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/ 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』公式サイトはこちら 

http://icarus.hangame.co.jp/ 

  

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=82
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=75
http://icarus.gamecom.jp/
http://icarus.hangame.co.jp/
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■『ICARUS ONLINE』概要 

ジャンル：ファンタジーMMORPG 

プラットフォーム：PC 

正式サービス開始：2015年4月28日 

価格：基本プレイ無料（アイテム課金） 

運営：WeMade Online / NHN ハンゲーム 

開発：WEMADEIO 

 

■コピーライト 

© WEMADEIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 

© WeMade Online Co., Ltd. All Rights Reserved. 

© NHN hangame Corp. 

 

■株式会社 WeMade Online について http://www.wemadeonline.co.jp/ 

WeMade Onlineは、2004年3月に設立され、PCオンラインゲーム及びスマートフォンゲームのパブリッシン

グ事業を主業務としております。2010 年 4 月に、韓国のオンラインゲーム開発及びパブリッシングを行う

『WeMade Entertainment Co.,Ltd.』グループの一員となり、更なる成長を目指し日本国内オンラインゲーム

サービス、パブリッシング運営及び現地開発事業を展開しております。 

PC オンラインゲームでは、GAMEcom ブランドとして「R.O.H.A.N」「SiLKROAD Revolution」「ICARUS 

ONLINE」を、スマートフォンゲームではwemeブランドとして「レジェンドオブアトラン」「アークスフィア」

をサービスしております。 

 

■NHN ハンゲーム株式会社 について http://www.nhn-hangame.com 

NHN ハンゲーム株式会社は、2015年10月1日、NHN PlayArt株式会社（現NHN comico株式会社）がPC

オンラインゲーム事業を子会社のPlayArt Fukuoka株式会社に承継し、PlayArt Fukuokaが商号変更して生ま

れたエンターテインメント企業です。PC オンラインゲームサービス「ハンゲーム」を中核事業に、派生して展

開するスマートフォンゲームサービス、アバター/コミュニティサービス、さらには海外のグループ会社と連携し

たグローバルゲームサービスを展開しています。 

http://www.wemadeonline.co.jp/
http://www.nhn-hangame.com/

