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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

1人専用インスタンスダンジョン「挑戦の塔」を本日実装 

まだ見ぬ天上を目指し、30階建ての塔を駆け上がれ！ 

そして、和食好きと洋食好きが世界を二分して戦う 

料理イベント「ハカナス料理大会」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、30階建ての塔を攻略して駆け上るダンジョン「挑戦の

塔」が実装されるシステムアップデートを2016年1月21日(木)に実施しました。また、和食好きと洋食好き

が世界を二分して戦う「ハカナス料理大会」イベントを本日より開始しました。 
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■1人専用インスタンスダンジョン「挑戦の塔」を本日実装 

『ICARUS ONLINE』では2016年1月21日(木)に、新ダンジョン「挑戦の塔」の実装および、伝説等級装備

「ヴァルカラン」シリーズ製作が可能となるシステムアップデートを実施しました。1 人専用インスタンスダン

ジョン「挑戦の塔」は 30 階建ての構成で、階層ごとに固有のモンスター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「挑戦の

塔」に挑んでみよう！ 

 

 
 

■「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 

・「挑戦の塔ランキング」システム実装 

・「挑戦の塔」に関連する新規偉業・称号実装 

・伝説等級装備「ヴァルカラン」シリーズ製作関連アイテム実装 
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■「挑戦の塔」のストーリー 

かつてグリフォン騎士団の訓練場として活用されていた「挑戦の塔」。グリフォン騎士団員なら誰しも一度は訪れ

たという訓練の場で、有名な騎士たちもかつてここで訓練を積んでいたそうです。 

そんな「挑戦の塔」も今では魔物たちが生息する、誰も近寄ることのできない場所となっています。すっかり変

わり果ててしまったここ「挑戦の塔」を、本来あるべき姿に戻すことはできるでしょうか。 

 

■1人専用インスタンスダンジョン「挑戦の塔」 

「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。 

 

入場可能レベル 入場可能人数 再入場時間 入場可能回数 制限時間 

50 1 12時間 1日1回 40分 
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■「挑戦の塔」の位置 

「挑戦の塔」は、「不死の砂漠」マップのブラカル鉱山地域近くにそびえ立っています。 

 

 
 

■「挑戦の塔」で発生する制限 

「挑戦の塔」では、クラスごとにさまざまな規律(制限)が存在し、塔の内部ではこの規律に従って普段とは異な

るコンディションでの戦闘を強いられます。規律は「挑戦の塔」に侵入してから退出するまでの間キャラクター

に常時適用され、ステータスがプラスされる効果からマイナスされる効果まで、内容はさまざまです。 

 

クラス 効果名 効果の詳細 

ガーディアン ガーディアンの規律 

行動不能抵抗力20%減少 

精神抵抗力20%減少 

全てのクリティカル40.00%減少 

リキャストタイム10.00%増加 

回避率10.00%減少 

全ての攻撃力20%増加 

バーサーカー バーサーカーの規律 

行動不能抵抗力20%減少 

精神抵抗力20%減少 

全てのクリティカル40.00%減少 

リキャストタイム10.00%増加 

回避率10.00%減少 
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クラス 効果名 効果の詳細 

アサシン アサシンの規律 

行動不能抵抗力20%減少 

精神抵抗力20%減少 

全てのクリティカル50.00%減少 

リキャストタイム10.00%増加 

回避率10.00%減少 

背後攻撃ダメージ30%減少 

レンジャー レンジャーの規律 

行動不能抵抗力20%減少 

精神抵抗力20%減少 

全てのクリティカル40.00%減少 

リキャストタイム10.00%増加 

回避率10.00%減少 

ウィザード ウィザードの規律 

行動不能抵抗力20%減少 

精神抵抗力20%減少 

全てのクリティカル40.00%減少 

リキャストタイム10.00%増加 

回避率10.00%減少 

プリースト プリーストの規律 

行動不能抵抗力20%減少 

精神抵抗力20%減少 

全てのクリティカル30.00%減少 

HP回復効果80%減少 

リキャストタイム10.00%増加 

回避率10.00%減少 

全ての攻撃力120%増加 

MP自然回復量500%増加 
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■「挑戦の塔」に登場するモンスター 

「挑戦の塔」は、階層ごとにコンセプトがあり、そのコンセプトに沿った数多くのモンスターが登場します。中

には「挑戦の塔」でのみ登場する特別なモンスターや個性的なモンスターも存在します。 
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■「挑戦の塔ランキング」システム 

「挑戦の塔」には、これまでのダンジョンにはなかったクラス別のプレイヤーランキングシステムが新たに導入

され、「挑戦の塔ランキング」は各プレイヤーが挑戦の塔で獲得した「ポイント」に応じて決定されます。ポイン

トは、プレイヤーが最後に到達した階の時点での残り時間と各階でのモンスター討伐結果により加算され、挑戦

終了時に表示されるリザルト画面にて、その日のポイントを確認できます。 

 

 
 

なお、「挑戦の塔ランキング」は「週間」と「月間」の2種類が存在し、それぞれ上位100キャラクターに、

順位に応じた報酬が与えられます。 

 

 週間ランキング 月間ランキング 

集計方法 期間中、最もポイントが高い日の数値 
対象期間の週間ランキングの 

ポイントを合計した数値 

集計期間 月曜日05:00 ～翌週月曜日03:00 
該当月中に、起点となる月曜日が 

含まれているすべての週 
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■「挑戦の塔」に関連する新規偉業・称号 

「挑戦の塔」実装に伴い、ゲーム内に新たな偉業が実装されました。「挑戦の塔」に関連する偉業は、塔の各階層

をクリアすることで達成でき、報酬にはそれぞれ強力な能力の称号が用意されています。 

 

 
 

■伝説等級装備「ヴァルカラン」シリーズ製作システム 

本アップデートにて、ゲーム内の一部モンスターが伝説等級装備「ヴァルカラン」シリーズの製作レシピをドロ

ップするようになりました。レシピを習得することにより、「ヴァルカラン」シリーズの装備品を製作できるよう

になります。 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』システムアップデート「挑戦の塔」実装内容の詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=55 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』システムアップデート「挑戦の塔」実装内容の詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=57 

  

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=55
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=57
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■世界を二分する？料理イベント「ハカナス料理大会」を開始 

首都「ハカナス城」にて、「ハカナス料理大会」が開催されます。「ハカナス料理大会」では、大会のために用意

された特別なレシピで、大会限定の料理を製作できます。大会限定の料理を完食すると、プレイヤーにさまざま

な便利な効果が付与されるので、この機会にたくさんの料理を製作して大会を盛り上げよう！ 

また、大会期間中「和食」と「洋食」のどちらが多く製作されたかで報酬が変わる「和洋料理対決！」も同時に

開催されます。 

 

 
 

◇「ハカナス料理大会」イベントの実施期間 

2016年1月21日(木)～2月18日(木)メンテナンス開始まで 
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■「ハカナス料理大会」イベント内容 

◇イベント1「料理人を手伝おう！」 

「ハカナス料理大会」に参加している料理人たちから出された数々の依頼をこなすと、イベントだけで使える特

殊な「コイン」を獲得できます。「コイン」はイベント用レシピや食材と交換でき、さらにイベント限定の特殊な

称号とも交換できます。 

 

アイコン アイテム名 説明文 

 

コイン 
「ハカナス料理大会」イベント用のコイン。 

材料アイテムの交換などに使用できる。 

 
・「ハカナス料理大会」依頼クエストNPC：イェダムとNPC位置 

 

・「ハカナス料理大会」で取得可能な新素材 

「ハカナス料理大会」に出場する料理人たちに特殊な素材の入手を頼まれることがあります。その素材は、この

時期にしか育たない特別な作物で、ハカナス城周辺をはじめ、大陸の様々な場所で採集できます。 
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・「ハカナス料理大会」で製作可能な新たな料理 

イベント期間中、以下の新たな料理を製作可能です。 

 

アイコン アイテム名 アイコン アイテム名 使用効果(すべて15分間) 

 

ハカナスラーメン 

 

ハカナススパゲティ 

・最大HP500増加 

・全ての攻撃力50増加 

・全ての防御力50増加 

 

ケルウーズすき焼き 

 

ケルウーズハンバーグ 

・最大HP1000増加 

・全ての攻撃力100増加 

・全ての防御力100増加 

 

大海の玉子焼き 

 

大海のオムレツ 
・移動速度10%増加 

・フェロー最大高度20m増加 

 

パルナまんじゅう 

 

パルナレモンパイ 
・移動速度20%増加 

・フェロー最大高度30m増加 

 

・「ハカナス料理大会」関連NPCと交換アイテム 

ラビニサブロー アイテム ムッシュラビニ アイテム 

 

レシピ： 

ケルウーズすき焼き 

 

レシピ： 

ケルウーズハンバーグ 

レシピ： 

大海の玉子焼き 

レシピ： 

大海のオムレツ 

レシピ： 

パルナまんじゅう 

レシピ： 

パルナレモンパイ 

皿洗いラビニ アイテム お手伝いラビニ クエスト 

 

各種料理材料 

 

各種称号関連 

クエスト 
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◇イベント2「和洋料理対決！」 

「ラビニサブロー」が考案した和食料理、「ムッシュラビニ」が考案した洋食料理、どちらがより多く製作された

かで勝敗が決まる「和洋料理対決！」。みごと勝利した料理人ラビニのペットを、イベントに参加した全てのキャ

ラクターに配布します。好きな料理を製作して、お気に入りの料理人を応援しよう！ 

 

 
 

・「和洋料理対決！」の和食・洋食の分類 

和食：ハカナスラーメン・大海の玉子焼き・ケルウーズすき焼き・パルナまんじゅう 

洋食：ハカナススパゲティ・大海のオムレツ・ケルウーズハンバーグ・パルナレモンパイ 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「ハカナス料理大会」イベント告知はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=84 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「ハカナス料理大会」イベント告知はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=78 

 

 

◆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=84
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=78
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/

