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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

連合/ギルドで魔石所持者を守ってゴールせよ！ 

スポーツ感覚なPvPコンテンツが初登場、 

「エクサラン魔石争奪戦」アップデートを本日実施 

「武器コスチュームデザインコンテスト」の結果も発表 
 

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、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6月2日(木)にシステムアップデートを実施し、スポーツ

感覚な新 PvP コンテンツ「エクサラン魔石争奪戦」を実装しました。また、「武器コスチュームデザインコンテ

スト」の結果も本日発表しました。 
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■6/2にシステムアップデートを実施し「エクサラン魔石争奪戦」を実装 

スポーツ感覚なPvPコンテンツ「エクサラン魔石争奪戦」を2016年6月2日(木)のシステムアップデートにて

実装しました。 

 

■「魔石争奪戦」システムの概要 

今回のアップデートで実装された「魔石争奪戦」とは、PvP地域「エクサラン無法地帯」にて毎週土曜日の21:00 

から 23:00に開催される PvPコンテンツです。開始時刻に「エクサラン無法地帯」のどこかに出現するオブジ

ェクト「バンタラ魔石」を獲得し、月影の野営地に運ぶことが目的です。 

 

■「魔石争奪戦」の参加方法 

「魔石争奪戦」に参加するためには、特定のクエストを受託している必要があります。クエストは「エクサラン

無法地帯」月影の野営地にいるNPC「アラス」より、Lv50以上のキャラクターのみ受託できますが、魔石争奪

戦の開催期間中にエクサラン無法地帯に侵入した Lv50以上のキャラクターには、自動的にクエストが受託され

ます。クエストを受託していない場合は「バンタラ魔石」を獲得できません。 

 

 
・NPC 魔石監視者「アラス」 
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■「魔石争奪戦」開催中の流れ 

◇その1：「魔石」を見つけだせ！ 

毎週土曜日の21:00になると、エクサラン無法地帯のどこかに「バンタラ魔石」が出現します。ワールドマップ

[M]およびミニマップ上にはバンタラ魔石の現在地が表示されるので、まずは、誰よりも早く魔石のもとへ向か

いましょう。なお、参加者のいずれかが魔石を獲得した際は、マップ上に表示されるアイコンが変化し、マウス

カーソルを合わせることで現在の魔石所持者を確認できます。 

 

 
・「バンタラ魔石」の現在地アイコン  ・「バンタラ魔石」獲得時に変化したアイコン 

 

◇その2：月影の野営地「アラス」のもとへ魔石を運べ！ 

・魔石の獲得方法と勝利条件 

「バンタラ魔石」の付近で[F]キーを使用すると、魔石を獲得できます。魔石を所持している間はクエスト「[個

人]バンタラ魔石争奪戦」を達成している状態となりますので、他プレイヤーに倒されないよう急いでゴール地点

の月影の野営地にいるNPC「アラス」のもとへ向かい、クエストの完了報告を行いましょう。クエストの完了報

告に成功したプレイヤーが、魔石争奪戦の勝者となります。 

他のキャラクターが魔石を所持している場合は、魔石を所持しているキャラクターを倒し死亡状態にすることで、

魔石の奪取が可能です。魔石所持キャラクターが死亡した際、通常は該当キャラクターの死亡地点付近に魔石が

再出現しますが、死亡地点がゴール地点である「月影の野営地」の付近であった場合には、エクサラン無法地帯

の魔力によりゴール地点から離れた場所に魔石が再出現します。 
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・魔石所持中には？ 

魔石を所持しているキャラクターには特別なバフ効果が適用され、ステータスが大幅にアップしますが、その力

の代償として移動速度が減少したりフェローの召喚が行えなくなったりなど、行動が極端に制限されます。 

 

アイコン バフ名 魔石所持効果 

 

魔石のオーラ 

HP最大50000増加/全ての防御力70%増加 

対人抵抗率40%増加/移動速度 -80% 

クリティカルダメージ防御2000増加 

フェロー召喚不可/アイテム使用不可/戦闘不可 

 

「エクサラン魔石争奪戦」では、無法地帯で行われる熾烈な戦争を生き残り、誰よりも早く魔石をゴール位置ま

で運んだ者のみが、勝者の栄光を手にすることができるのです。 

 

■「魔石争奪戦」勝利報酬 

手に入れたバンタラ魔石を月影の野営地のNPCアラスのもとへ運び、クエスト「[個人]バンタラ魔石争奪戦」を

報告すると、クエストの達成報酬としてここでしか手に入らない特別なアイテムを獲得できます。 

また、上記のクエストが達成された際、クエスト完了者と同じ連合/ギルドに所属しているキャラクターが受託し

ているクエスト「[ギルド]バンタラ魔石争奪戦」も完了状態となります。クエスト「[ギルド]バンタラ魔石争奪

戦」は、達成状態になってから10分間のみ完了報告ができますので、勝利者の連合/ギルドメンバーは、クエス

トの報告を忘れないよう注意しましょう。 

 

◇クエスト「[個人]バンタラ魔石争奪戦」報酬 

クラス アイテム名 

バーサーカー 魔石支配者のスケイルボックス 

ガーディアン 魔石支配者のプレートボックス 

アサシン 魔石支配者のチェインボックス 

プリースト 魔石支配者のグレイスボックス 

ウィザード 魔石支配者のエレメントボックス 

レンジャー 魔石支配者のレザーボックス 
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・各種魔石支配者のボックスの内容 

アイコン アイテム名 説明文 

 

名誉のボックス 

以下アイテムのうちどれか一つを獲得 

【出現アイテム】 

フェロー完全成長のポーション 

伝説封印オプション変更道具 

伝説帰属解除呪文書Ⅷ 

恩寵の50%精鋭強化石 

恩寵の50%英雄強化石 

アルミラ武器ボックス 

アルミラノワール防具ボックス 

アルミラアンジュ防具ボックス 

アルミラ装身具ボックス 

エルン50～500個ボックス 

 

フェロー： 

闘争のケルタメン 

使用すると、伝説等級フェロー 

「闘争のケルタメン」を獲得 

使用期限：2時間 

 

魔石支配者の 

コスチューム(6日) 

外見が変わる男女共用コスチューム 

[着用スキル] 

攻撃時、5%の確率で対象のクリティカル防御500

減少、周辺パーティメンバーの能力値増加 

[着用効果] 

HP+3000/クリティカル防御+1000 

全てのクリティカルダメージ+1200 

[パーティメンバー効果] 

HP+1000/クリティカル防御+500 

全てのクリティカルダメージ+500 

 

称号「魔石を支配する者」 

[着用効果] 

対人攻撃力+5.00%/対人防御力+3.00% 

対人抵抗力+3.00%/クリティカル防御+120 
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・新登場の伝説等級フェロー「闘争のケルタメン」 

 
 

とにかく大きい、新登場の伝説等級フェロー「闘争のケルタメン」。これを所持できるのは、魔石を運ぶことがで

きた幸運な者のみ。「闘争のケルタメン」獲得を目指して、まずは魔石争奪戦に参加してみよう！ 
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◇クエスト「[ギルド]バンタラ魔石争奪戦」報酬 

クラス アイテム名 

全クラス エクサランの魔石勝利ボックス 

 

・エクサランの魔石勝利ボックスの内容 

アイコン アイテム名 説明文 

 

名誉のボックス 

以下アイテムのうちどれか一つを獲得 

【出現アイテム】 

フェロー完全成長のポーション 

伝説封印オプション変更道具 

伝説帰属解除呪文書Ⅷ 

恩寵の50%精鋭強化石 

恩寵の50%英雄強化石 

アルミラ武器ボックス 

アルミラノワール防具ボックス 

アルミラアンジュ防具ボックス 

アルミラ装身具ボックス 

エルン50～500個ボックス 

 

魔石支配のマスク 

(6日) 

外見が変わる男女共用アクセサリー 

[着用効果] 

HP+10.00%/捕獲成功確率上昇+3% 

委託販売登録費用10%減少 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』システムアップデート「魔石争奪戦」実装のお知らせはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=83 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』システムアップデート「魔石争奪戦」実装のお知らせはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=86 

 

  

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=83
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=86
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■「武器コスチュームデザインコンテスト」の結果を発表 

2016年4月21日(木)から5月19日(木)まで開催していた「武器コスチュームデザインコンテスト」の結果を

発表しました。今回のデザインコンテストに寄せられた作品は全145件！数多くの作品の中を見事勝ち抜いた作

品を紹介します。 

 

■受賞作品 

◇ソード部門 

 
・最優秀賞：「精霊樹とフェローのソード」 作者：ろてぃさま 

 

 
・優秀賞「姫を助けたい！聖なる剣」   ・特別賞「シャドウビオラ」 
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◇グレートソード部門 

 
・最優秀賞「戦華」 作者：Haruyaさま 

 

 
・優秀賞「和風グレートソード」   ・特別賞「氷雪の大剣」 

 

 

◇ダガー部門 

 
・最優秀賞「ふぇありーうぃんぐず」  作者：TRUTHさま 
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・優秀賞「ライクズダガー -黄金-」   ・特別賞「舞扇子」 

 

 

◇ワンド部門 

 
・最優秀賞「オーベロンワンド」 作者：むにむにさま 

 

 
・優秀賞「光のワンド」   ・特別賞「黒衣のワンド」 
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◇スタッフ部門 

 
・最優秀賞「無題」 作者：weeさま 

 

 
・優秀賞「遊幻ドラウプースカ」  ・特別賞「ラダンスタッフ」 

 

◇ボウ部門 

 
・最優秀賞「フェアリーボウ」 作者：メネラーオスさま 
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・優秀賞「ライルディスボウ」  ・特別賞「ドラゴンフェロー武器コスチューム」 

 

各クラスの最優秀賞は「1周年の武器コスチューム」としてゲーム内に実装を予定しています。 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「武器コスチュームデザインコンテスト」結果発表はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=124 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「武器コスチュームデザインコンテスト」結果発表はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=119 

 

 

◆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=124
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=119
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」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/

