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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

皆様のおかげで、正式サービス4周年！ 

新規レイドダンジョン実装や記念イベントなど多数開催中！ 

 

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:丁佑鎭、黄載皓、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、2019 年4 月28 日（日）に正式サービス開始から4 周年を迎えます。それに先駆け

て、2019 年4 月18 日（木）に新レイドダンジョン「ヤトゥマンの祭壇」の実装や4 周年を記念した各種ゲーム内イ

ベントを含むシステムアップデートを実施したことをお知らせします。 

 

 
 

 

◆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/ 
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■『ICARUS ONLINE』正式サービス4 周年！ 

皆様のご愛顧により、『ICARUS ONLINE』は2019 年4 月28 日(日)をもちまして正式サービス開始から4 周年を

迎えます。感謝の気持ちを込めて2018 年4 月18 日(木)に新たなレイドダンジョン「ヤトゥマンの祭壇」の実装

や、豪華アイテムがもらえる4 周年記念イベントを開始しました。 

 

 
 

■新レイドダンジョン「ヤトゥマンの祭壇」実装！ 

2019 年4 月18 日(木)に、新たなユニオンパーティ推奨レイドダンジョン「ヤトゥマンの祭壇」を実装しました。「ヤ

トゥマンの祭壇」は最大10 人のユニオンパーティでの挑戦が可能なダンジョンで、内部では強力なボスモンスター「ブ

ラギ呪術師ヤトゥマン」が待ち受けています。 
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【ヤトゥマンの祭壇とは？】 

ヤトゥマンの祭壇は、チュートリアル後最初に訪れるエリア「ブラカルの森」に新たに出現したレイドダンジョンです。

内部には強力なボスモンスター「ブラギ呪術師ヤトゥマン」が待ち構えており、騎士たちが侵入すると、強力な手下を

呼び出すなどの攻撃を仕掛けてきます。 

 

 
 

【入場条件】 

キャラクターレベル70 以上 

 

【ヤトゥマンの祭壇の特徴】 

ヤトゥマンの祭壇に初期状態で配置されているモンスターは「ブラギ呪術師ヤトゥマン」のみとなりますが、戦闘開始

後、炎や氷の属性を持ったモンスターを召喚します。対応するモンスターを同時に倒すなどのギミックも存在し、ギミ

ックの攻略に失敗すると強力な攻撃を受けてしまうため、注意が必要です。 

 

 

■70 レベルキャップ解放＆変身システム 

今回のアップデートにより、キャラクターの最大レベルが70 まで上昇するようになりました。また、最大レベルの上

昇に伴い、新システム「変身」システムを実装しました！キャラクターレベル70 のメインクエストを達成することに

よって、「変身」を使用するためのスキルを習得することができます。「変身」を行うとキャラクターの外見が変更さ

れ、特殊なエフェクトが付与されるほか、専用のアクティブスキルが 1 種と、パッシブスキル 1 種が付与されます。

「変身」を行うためには相手モンスターを攻撃し、変身ゲージをためる必要があります。また、時間経過により「変身」

は解除されるので、使いどころを見極めることが大切です。 
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モンスターを攻撃してゲージを溜めよう！ ゲージを使用して変身！ 

  

 

 

■初期メインクエスト動線調整  

ブラカルの森への新レイドダンジョン追加に伴い、全クラスの初期メインクエストをブラカルの森に統一し、動線の調

整を行いました。当初メインクエストにて使用したブラカルの森エリア内の「南部遺跡地」に新規レイドダンジョン「ヤ

トゥマンの祭壇」が実装され、メインクエストでは「南部遺跡地」を使用しないように変更を行いました。 
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■4 周年記念イベント多数開催中！  

2019 年4 月18 日(木)より、4 周年を記念したゲーム内イベントを開催しました。新米騎士＆Re:START 応援キャン

ペーンや 4 周年限定のイベントクエストを完了するともらえるアイテムなど、日ごろの感謝の気持ちを込めて様々な

イベントを多数開催します。この機会にICARUS の世界を楽しもう！ 

 

 
 

・4 周年アニバーサリークエストイベント 

【開催期間】 

2019 年4 月18 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2019 年5 月9 日(木)メンテナンス前まで 

 

【イベント内容】 

・4 周年限定デイリークエストを達成して、豪華アイテムをゲットしよう！ 

イベント期間中、ハカナス城にNPC「おもちゃのハミオン」、「おもちゃのデモナス」、「おもちゃのカリプト」が出現し

ます。各NPC から受託できるクエストを通じて「4 周年記念ボックス」と「4 周年出席証明書」、「4 周年引換券」を獲

得できます。「4 周年記念ボックス」からは、集めると様々なアイテムと交換可能な「4 周年引換券」や、各種便利アイ

テムを獲得でき、「4 周年出席証明書」は一定数集めることで4 周年記念フェロー「氷晶のライグス」と交換できます。 

 

NPC「おもちゃのハミオン」 NPC「おもちゃのデモナス」 NPC「おもちゃのカリプト」 
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4 周年記念フェロー「氷晶のライグス」 

 

 

 

・4 周年記念ワールドバフ 

イベント期間中、様々な支援効果を得られるワールドバフがキャラクターに適用されます。この機会にキャラクターの

育成を進めよう！ 

 

【開催期間】 

2019 年4 月18 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2019 年5 月9 日(木)メンテナンス前まで 

 

▽ワールドバフ効果について 

バフ名 効果 

4 周年の祝福 

・全ステータス400 増加 

・モンスターからのアイテムドロップ率14%増加 

・移動速度44%増加 

・獲得経験値44%増加 

・フェロー捕獲成功率44%増加 

・強化成功確率 14%増加 
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・4 周年記念新米騎士&Re:START 応援キャンペーン 

4 周年を記念して新たにゲームを始める新米騎士と、久しぶりにミドラス大陸を訪れる騎士に成長を助けるアイテムや、

便利なアイテムをプレゼントします！ 

 

【開催期間】 

2019 年4 月18 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2019 年5 月16 日(木)メンテナンス前まで 

 

【プレゼントアイテム一部紹介】 

・新米騎士応援キャンペーン 

アイテム 説明 

 

フェロー：暗影のジャクドー 使用すると伝説等級フェロー「暗影のジャクドー」を獲得できる。 

 

フェロー：飛翔のエビティア

(30 日) 

使用すると、英雄等級の飛行フェロー「飛翔のエビティア(30 日)」

を獲得できる。 

 

ラビニマン：RED(30 日) 

使用するとコスチューム「ラビニマン：RED(30 日)」を獲得できる。 

[着用効果] 

フェロー経験値+100% 

※獲得したコスチュームは30 日間使用できます。 

 使用期間が過ぎると自動で消滅します。 

※コスチュームはかばんに入った瞬間から使用期間のカウントが開始されます。 

 

10 段階強化石 
使用した武器又は防具が10 段階に強化されます。 

※伝説等級以下のアイテムに使用できます。 

 

24 スロットかばん 着用するとかばんを24 スロット拡張できます。 

 

ブースター：頂点を目指せ！

(30 日) 

使用すると「ブースター：頂点を目指せ！(30 日)」を獲得できる。 

[使用効果] 

・獲得経験値 +300% 

・移動速度 +5% 

・全防御力 +5% 
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・Re:START 応援キャンペーン 

アイテム 説明 

 

フェロー:三毛猫タマ 使用すると精鋭等級フェロー「三毛猫タマ」を獲得できる。 

 

ラビニ族の純金貨ｘ60 
テマイン装備をはじめとした様々なアイテムと交換できるア

イテムです。 

 

成長の栄薬(3 時間) 

[使用効果] 

・3 時間の間獲得経験値30%増加 ・3 時間の間HP2000 増加 

・3 時間の間MP2000 増加 ・3時間の間全ての攻撃力10%増加 

・3 時間の間全防御力10%増加 ・3 時間の間移動速度10% 

・3 時間の間リキャストタイム20.00%減少 

※経験値増加オプションは最大500%まで適用されます。 

 

ブースター：頂点を目指せ！(30 日) 

使用すると「ブースター：頂点を目指せ！(30 日)」を獲得で

きる。 

【使用効果】 

・獲得経験値 +300% ・移動速度 +5% 

・全防御力 +5% 

 

 

・4 周年記念！ログインガチャ開催！ 

4 周年を記念し、ログインガチャを開催します！イベント期間中、前日にゲーム内にログインすると、翌日に1 回ガチ

ャをプレイでき、様々なアイテムの中から1 つ獲得できます。この機会に、ゲーム内にログインしてログインガチャを

プレイしよう！ 
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【ログインガチャ排出アイテム一部紹介】 

アイテム 説明 

 

10Lv 宝石ボックス(ルビー) 

使用するとランダムで以下のアイテムを獲得できます。 

【出現アイテム】(全2 種) 

ルビー - 物理攻撃力Lv10 50% 

ルビー – 魔法攻撃力Lv10 50% 

 

GM のポーションパッケージI 

使用すると以下のアイテムを獲得できます。 

【出現アイテム】(計4 種) 

GM の物理攻撃力ポーション 

GM の魔法攻撃力ポーション 

GM の物理クリティカルポーション 

GM の魔法クリティカルポーション 

 

魔神装備制作パッケージ 

使用すると魔神武器製作に必要なアイテムを獲得できる。 

【パッケージ構成品(計6 種)】 

魔神武器レシピボックスx1 (取引不可) 

ゼルナリスの証x12 (取引不可) 

ゼルナリスのソウルストーンx90 (取引不可) 

高純度アダマンチウムインゴットx700 (取引可能) 

高純度アダマンチウム合金x300 (取引可能) 

神聖な魔力の聖水x50 (取引可能) 

 

創造のチケット 
ハカナス城のNPC「創造の世界樹」に渡すことで様々なフェロー

と交換できるチケット。 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』4 周年記念イベント詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/Event/2019/55_Anniversary/ 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』4 周年記念イベント詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2019/55_Anniversary/ 
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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「新生R.O.H.A.N」「SiLKROAD Revolution」

「ICARUS ONLINE」「Ar:pieL」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オンラインゲームポータルサイト『ハンゲーム』を中核事業に、アバター/コミュニティサ

ービスや、スマートフォンゲームの開発、漫画/スタンプ等のコンテンツ製作、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。また、これらに関わる運営/テスト/翻訳/デザイン/CS といったサー

ビス支援も手掛ける総合エンターテインメント企業です。 
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