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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

新規伝説等級ダンジョンが3種登場する 

「伝説の光と影」アップデートを本日実施 

「新米騎士応援＆Re:START」キャンペーンも開始 
 

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、3種の新規伝説等級ダンジョンが実装される「伝説の光

と影」アップデートを2016年2月18日(木)に実施しました。また、同日より新規プレイヤーと復帰プレイヤ

ーが報酬を獲得できる「新米騎士応援＆Re:START」キャンペーンを開始しました。 
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■「伝説の光と影」アップデートを本日実施 

最上位の伝説等級装備が獲得できる新規ダンジョンが登場するシステムアップデート「伝説の光と影」を本日実

施しました。「伝説の光と影」アップデートでは、「禁忌の洞窟」「ファルラーク氷城」そして「空域の隙間」ダン

ジョンに伝説等級が追加され、新たな伝説等級装備「アルミラ」シリーズや伝説等級フェローが登場します。ま

た、最上位アイテムが登場したことにともない全体的にシステムを見直し、既存アイテムの入手難易度や装備強

化がより容易になるよう調整しました。 

 

■「伝説の光と影」アップデートの概要 

◇新規実装事項 

・ダンジョン伝説等級実装：「禁忌の洞窟」「ファルラーク氷城」「空域の隙間」に伝説等級の実装 

・伝説等級装備実装：「アルミラアンジュ」「アルミラノワール」シリーズ 

・伝説等級フェロー実装：「破毒のポエリオン」「氷雪のガレリオン」「聖光のルネリオン」 

・アクセサリー強化システム実装 

・武器コスチュームシステム実装 

・伝説等級ダンジョンに関連する新規クエスト・偉業追加 

・新規フェローコレクション追加 

・特殊ダンジョン「ラビニ村」内専用クエスト実装 

 

◇主なシステム調整事項 

・アイテム最高強化段階引き上げ：+20 ⇒ +25 

・ダンジョンでの「ヴァルカラン」装備シリーズのドロップ確率上昇 

・一部装備について、交換に必要な「ラビニ族のコイン」数を減少調整 

・抽出システム調整：獲得可能な強化石の種類・レベルの上方調整 

・強化システム調整：+20までの成功確率補正値上昇 
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■「伝説の光と影」アップデートで新登場する伝説等級ダンジョン 

既存等級と比べ全体的に簡略化され、ボスモンスター到達までの所要時間が短くなりました。しかし、登場する

モンスターはどれも強力なため、攻略にはキャラクターの強化が欠かせないでしょう。 

 

◇禁忌の洞窟 

伝説等級の「禁忌の洞窟」は海底トンネルからのスタートとなり、道中では強化されたボスモンスターが冒険者

の行く手を阻みます。強力な再生力を得たモンスター達を相手に、打つ手はあるのだろうか… 

また、伝説等級フェロー「破毒のポエリオン」が一定確率で登場します。 

 
・伝説等級「禁忌の洞窟」内部   ・「破毒のポエリオン」 

 

◇ファルラーク氷城 

伝説等級の「ファルラーク氷城」では、ロンド・テラムスを中心とした屈強なボスモンスターが冒険者の前に立

ちはだかります。氷城を守る騎士との死闘は必至。冒険者の力が試されます。 

また、伝説等級フェロー「氷雪のガレリオン」が一定確率で登場します。 

 
・伝説等級「ファルラーク氷城」内部   ・「氷雪のガレリオン」 
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◇空域の隙間 

伝説等級の「空域の隙間」は進行ルートが大幅に短縮され、密度が高くなりました。ボスモンスター「空域の捕

食者 メデウ」との戦闘は、特殊なアイテムを用いる必要があり、これまでにない特殊な戦闘に冒険者は苦戦を強

いられるでしょう。 

また、伝説等級フェロー「聖光のルネリオン」が一定確率で登場します。 

 

 
・伝説等級「空域の隙間」内部   ・「聖光のルネリオン」 

 

■アクセサリー強化システム 

今までは強化できなかったアクセサリーが、今回のアップデートより強化可能となりました。アクセサリーの強

化値が高くなるにつれて「魔法防御力」が上昇します。 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「伝説の光と影」アップデート内容の詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=62 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「伝説の光と影」アップデート内容の詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=64 

 

  

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=62
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=64
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■「新米騎士応援＆伝説の光と影」アップデートを本日実施 

システムアップデート「伝説の光と影」を記念し、新たにプレイを開始する方と久しぶりにプレイする方に便利

なアイテムをプレゼントする「新米騎士応援＆ReSTART」キャンペーンを開始しました。 

 
 

◇新米騎士応援キャンペーン内容 

2016 年 2 月 18 日(木)メンテナンス以降、新たに作成されたキャラクターにゲーム内で使用できる便利なアイ

テムをプレゼントします。 

 

◇Re:STARTキャンペーン内容 

2016 年 1 月 21 日(木)以降一度もプレイしていない方が、キャンペーン期間中にゲーム内にログインした際、

便利なアイテムをプレゼントします。 

 

◇開催期間 

2016年2月18日(木)～3月17日(木)メンテナンス前まで 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「新米騎士応援＆Re:START」キャンペーンの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/Event/2016/17_ReStart/ 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「新米騎士応援＆Re:START」キャンペーンの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2016/17_ReStart/ 

 

◆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/Event/2016/17_ReStart/
http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2016/17_ReStart/
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/

