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天地を駆けるファンタジーMMORPG

サマーシステムイベント「リングコネクト」イベント開始！
リングを集めて特別なランダムボックスを手に入れよう！
また、水着コスチュームや夏満喫パッケージなどが再登場！
株式会社 Wemade Online(本社:東京都千代田区、代表取締役:崔 鍾玖、以下 WeMade Online)と、cocone fukuoka 株式会
社(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長：申 尚澈、以下ココネ fk)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、
2021 年 7 月 8 日(木)新たに開始したイベントや同日実施されたゲーム内「ラビニ商店」のラインナップ更新についてお知らせ
します。

■「リングコネクト」イベント開始！今回は新たな限定フェローに加え、レース専用フェローも登場！

2021 年 7 月 8 日(木)メンテナンス後より、サマーシステムイベント「リングコネクト」イベントを開催いたします。
イベント期間中、釣りや採集、モンスター討伐やダンジョン攻略といったコンテンツをプレイして、全 5 種類のイベントアイテ
ム「リング」を手に入れよう！手に入れた各種リングは組み合わせによってハカナス城 勝利の大広場の NPC「ロード」より受託
できる反復クエストを通じて特別なランダムボックスと交換でき、余った一部リングはイベント限定商店にてその他様々なアイ
テムと交換することができます。
▼開催期間
2021 年 7 月 8 日(木)メンテナンス後 ～ 2021 年 8 月 5 日(木)メンテナンス前まで

▼イベントアイテム「リング」とは
イベントアイテム「リング」とは、イベント期間中に釣りや採集、モンスター討伐やダンジョン攻略といったコンテンツをプレ
イすることで獲得できるイベントアイテムです。全部で 5 種類存在し、コンテンツに応じた種類のリングを獲得できます。
イベントアイテム

入手経路

ブルーリング

NPC「ロード」より受託できる釣りクエストを通じて獲得可能

イエローリング

パルナの地に出現する「積もった雪」の採集により獲得可能

ブラックリング

「7 月の出席チェック」イベントのログイン報酬より獲得可能

グリーンリング

NPC「ロード」より受託できる討伐クエストを通じて獲得可能

レッドリング

対象ダンジョンのボスモンスター討伐時ドロップより獲得可能

獲得したリングはハカナス城 勝利の大広場の NPC「ロード」より受託できる反復クエストを通じて、そのリングの組み合わせに
よってランダムボックスと交換することができます。
必要①

必要②

必要③

必要④

必要⑤

報酬アイテム

なし

なし

なし

青空のランダムボックス

なし

なし

なし

太陽のランダムボックス

大海のランダムボックス

なお、
「ブルーリング」と「ブラックリング」
、
「グリーンリング」は獲得できる個数に制限があり、余った「イエローリング」と
「レッドリング」はイベント NPC より利用できるリング交換商店にて新たな限定フェロー「ファイブリング・カー」やレース専
用フェロー「レーシング・カー」
、様々なアイテムなどと交換することができます。

▼青空のランダムボックスより獲得できるアイテムを一部ご紹介！
アイテム
フェロー:永遠のグラシアス

説明
使用すると伝説+等級フェロー
「永遠のグラシアス」を獲得できる。
[着用効果]
・フェロー経験値 +100%
・フェロー委託経験値 +100%

ブルースカイ(30 日)

・捕獲成功確率上昇 +10%
・フェロー捕獲ポイント消耗 -10.00%
※パッケージ状態のアイテムではございません。
※30 日の間使用でき、制限期間が過ぎると
自動で消滅します。
[着用効果]
・捕獲成功確率上昇 +5%

[捕獲]肩乗りポヨ(7 日)

※パッケージ状態のアイテムではございません。
※7 日の間使用でき、制限期間が過ぎると
自動で消滅します。
アイテムを固定確率で強化して能力値を
上昇させることができる。
※固定確率は強化成功率の増加オプションに

恩寵の 50%精鋭強化石

影響を受けません。
※キャラクターより 10 レベル以上高い装備の
強化はできません。
※強化の失敗時にペナルティが適用されません。

MP100%回復ポーション x3

使用すると「MP100%回復ポーション」を 3 個獲得できる。

エルン 30 個ボックス

使用すると「エルン」を 30 個獲得できる。

▼太陽のランダムボックスより獲得できるアイテムを一部ご紹介！
アイテム

説明
フェローに使用すると、該当のフェローが
完全に成長するほどのフェロー経験値を

フェロー完全成長のポーション

獲得させることができる。
※フェローのレベルがキャラクターのレベルと
同じである場合は経験値が上昇しません。
[着用効果]
・フェロー経験値 +100%
・フェロー委託経験値 +100%

レッドサンシャイン(30 日)

・捕獲成功確率上昇 +10%
・フェロー捕獲ポイント消耗 -10.00%
※パッケージ状態のアイテムではございません。
※30 日の間使用でき、制限期間が過ぎると
自動で消滅します。
[着用効果]
・強化成功率上昇 +5%

[強化]肩乗りアブラス(7 日)

※パッケージ状態のアイテムではございません。
※7 日の間使用でき、制限期間が過ぎると
自動で消滅します。

10 段階強化石

使用した武器または防具が 10 段階に強化される。
- 伝説等級以下の装備に使用可能

HP100%回復ポーション x5

使用すると「HP100%回復ポーション」を 5 個獲得できる。

マクバインコイン x30

使用すると「マクバインコイン」を 30 個獲得できる。

▼大海のランダムボックスより獲得できるアイテムを一部ご紹介！
アイテム

説明
ハカナス城の NPC「創造の世界樹」に

創造のチケット

渡すことで任意のフェロー又はペットと
交換することができる特別なチケット。
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)

魔神装備制作パッケージ

・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)

神話等級専用強化石

強化値+10 までの装備品の強化に使用できる。
※神話等級のアイテムのみ強化可能
使用すると「ブースター:時間の亀裂ブースター(29 時間)」を
獲得できる。
[所持効果]
・全ての攻撃力 +29%

ブースター:時間の亀裂ブースター
(29 時間)

・全ての防御力 +29%
・強化成功確率 +29%
・捕獲成功確率 +29%
※ブースター:時間の亀裂ブースター(29 時間)は
かばんに入れてから 29 時間使用可能。以降自動で消滅。
※ブースターアイテムはかばんに所持している
場合のみ発動します。
アイテムに装着されている伝説等級以下の
封印石を抽出するスティックで、

[+5]伝説封印石抽出スティック

伝説等級以下のフェローにのみ使用可能
※抽出時、強化段階+5 レベルの状態で
フェローインベントリに登録されます。
フェローインベントリ内のペットを騎乗可能なフェローへと
変更することができる呪文書。変更したフェローの

[コレクション]
伝説フェロー変更呪文書

フェローコレクションが点灯します。
※騎乗状態が存在しないペットには
アイテムを使用する事が出来ません。
※当アイテムを使用してもフェロー
捕獲等の偉業は達成されません。

レッドリング交換商店より獲得可能な新たな限定フェロー「ファイブリング・カー」

イエローリング交換商店より獲得可能な新たなレース専用フェロー「レーシング・カー」

▼サマーシステムイベント「リングコネクト」イベントの詳細はこちら
GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=625
ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=602

■ゲーム内「ラビニ商店」のラインナップを更新！水着コスチュームや夏満喫パッケージなどが再登場！

2021 年 7 月 8 日(木)メンテナンスにて、ゲーム内「ラビニ商店」の販売アイテムに水着コスチュームを含むコスチューム全 14
種類とパッケージやランダムボックス計 4 種類が追加されました。追加されたコスチュームやパッケージを使用して、ICARUS
ONLINE で夏を満喫しよう！

▼ラビニ商店にて期間限定で購入できるアイテムを一部ご紹介！
アイテム

説明

わんぱくコスチューム

ICARUS スイミングスーツ A

ホワイトトロピカル

外形変更スロット専用の男女共用コスチューム。
着用すると帰属される。

ハカナス学生水着

グリーンハワイアン
使用すると以下のアイテムを獲得することができる。
[パッケージ構成品(計 6 種)]
・エルン 200 個ボックス x1 個 (取引可能)
夏満喫パッケージ・青

・フェロー：夏空のブラウ x1(取引可能)
・アイスクリーム武器コスチューム(30 日) x1(取引可能)
・ブルートロピカル(30 日) x1(取引可能)
・[攻撃]サマーネコキキ(30 日) x1(取引可能)

・サングラス(30 日) x1(取引可能)
※1 アカウントにつき 1 回のみ購入可能
使用すると以下のアイテムを獲得することができる。
[パッケージ構成品(計 6 種)]
・エルン 200 個ボックス x1 個 (取引可能)
・フェロー：桃空のエリオン x1(取引可能)
夏満喫パッケージ・桃

・アイテム強化ブースター(30 日) x1(取引可能)
・[強化]ラビニマン(30 日) x1(取引可能)
・[強化]肩乗りアブラス(30 日) x1(取引不可)
・プラチナ強化石ボックス IIIx10 x1(取引不可)
※1 アカウントにつき 1 回のみ購入可能
使用すると以下のアイテムを獲得することができる。
[パッケージ構成品(計 6 種)]
・エルン 200 個ボックス x1 個 (取引可能)
・フェロー：夜空のオリオン x1(取引可能)

夏満喫パッケージ・夜

・フェロー捕獲ブースター(30 日) x1(取引可能)
・[捕獲]ラビニマン(30 日) x1(取引可能)
・[捕獲]肩乗りポヨ(7 日) x1(取引可能)
・伝説フェローの証ボックス IV x5(取引不可)
※1 アカウントにつき 1 回のみ購入可能

「ホワイトトロピカル」

「グリーンハワイアン」

▼2021 年 7 月 8 日(木)ラビニ商店ラインナップ更新の詳細はこちら
GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=1&seq=989
ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=11&seq=929

■『ICARUS ONLINE』公式サイトはこちら
GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/
ハンゲ：http://icarus.hange.jp/
■『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 / cocone fukuoka
開発：WEMADEICARUS
■コピーライト
© WEMADEICARUS Co., Ltd. All Rights Reserved.
© WeMade Online Co., Ltd. All Rights Reserved.
© cocone fukuoka 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』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」「Soulworker」をサービスし
ております。
■cocone fukuoka 株式会社 について http://www.fukuoka.cocone.co.jp/
cocone fukuoka 株式会社はオンラインゲームポータルサイト『ハンゲ』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。

お問い合わせ先
ゲーム内容、GAMEcom でのサービスについてのお問い合わせ

ハンゲでのサービスについてのお問い合わせ

株式会社 WeMade Online 担当者：神農
E-mail： press@wemadeonline.co.jp

cocone fukuoka 株式会社 担当者：宋
E-mail： pr@nhn-hangame.com

