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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

レベルキャップ開放に新マップが2種、 

そしてフェロー合成システムも新登場！ 

「エローラ聖域」大型アップデートは6/23 

アップデート記念3大キャンペーンを本日より開始！ 
 

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、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、新マップが実装されレベルキャップが開放される大型アップデート

「エローラ聖域」を2016年6月23日(木)に実施すると発表しました。また、「エローラ聖域」アップデートを

記念して、新規・復帰・既存プレイヤーそれぞれを対象とした3大キャンペーンを本日開始しました。 

 

  



【ICARUS ONLINE Press Release】 

イカロス オンライン プレスリリース   

 2016/6/16 
WeMade Online Co., Ltd. & NHN hangame Corp. 

 

 
【お問い合わせ先】 

サービスについてのお問い合わせ：株式会社WeMade Online  

担当者：岩下/E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

2/12 

■大型アップデート「エローラ聖域」を6/23に実施 

レベルキャップ開放に新マップも登場する大型アップデート「エローラ聖域」を、2016 年 6月 23日(木)に実

施すると発表しました。「エローラ聖域」アップデートでは、新マップが2種登場。アップデート名でもある「エ

ローラ聖域」マップでは地上が中心に、「風の渓谷」マップでは空中を中心にストーリーが展開されます。このほ

か、所持中のフェローを合成することで新たなフェローを生み出せる「フェロー合成」システムの実装や、新規

フェローの大量実装など、ボリューム一杯のアップデート内容を予定しています。 

 

 
 

■「エローラ聖域」アップデート概要 

・レベルキャップ開放：50 ⇒ 55 

・新スキル実装：レベル55までに取得可能な各クラススキル・騎乗スキルの実装 

・マップ追加：新マップ2種追加「エローラ聖域」・「風の渓谷」マップ実装 

・新ダンジョン実装：「忘れられた聖地」(入場レベル54以上) 

・新システム実装：「フェロー合成」システム ※詳細は実装当日の公開を予定しています 

・新装備シリーズ実装：アクセサリー「カオスエルフ」シリーズ 

・新規釣り場実装：「エローラ聖域 釣り堀」 

・新規フェロー：多数実装予定 ※詳細は実装当日の公開を予定しています 

 

■大型アップデート「エローラ聖域」のストーリー 

魔神の子孫にとらわれてしまった姫を追い求めて旅を続ける主人公は、エルフ族が住まう緑に覆われた土地「エ

ローラ聖域」へとたどり着いた。エローラ聖域では、女神を信仰する光のエルフたちと、闇の力に屈した背信者

「カオスエルフ」による熾烈な戦闘が行われていた。 

  



【ICARUS ONLINE Press Release】 

イカロス オンライン プレスリリース   

 2016/6/16 
WeMade Online Co., Ltd. & NHN hangame Corp. 

 

 
【お問い合わせ先】 

サービスについてのお問い合わせ：株式会社WeMade Online  

担当者：岩下/E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

3/12 

◇新マップ「エローラ聖域」のスクリーンショット 

 

 
 

◇新マップ「風の渓谷」のスクリーンショット 
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◇新ダンジョン「忘れられた聖地」のスクリーンショット 

 

 
 

◇新伝説等級アクセサリー「カオスエルフ」シリーズ 

新ダンジョン「忘れられた聖地」で入手可能なレシピと材料を使用し、新たな伝説等級のアクセサリー「カオス

エルフ」シリーズを製作できるようになります。 

 

   
・着用レベル：55 

・着用効果 

ランダムオプション(1) 

ランダムオプション(2) 

対人抵抗力 +13% 

リキャストタイム -10.00% 

全ての攻撃力 +412 

・着用レベル：55 

・着用効果 

ランダムオプション(1) 

ランダムオプション(2) 

対人抵抗力 +8% 

移動速度 +10% 

全ステータス +52 

・着用レベル：55 

・着用効果 

ランダムオプション(1) 

ランダムオプション(2) 

対人抵抗力 +8% 

HP +1322 

魔法防御力 +19.00% 

セット効果(2部位着用)： HP +3237、物理防御力 +17.00%、リキャスト -10.00% 

セット効果(3部位着用)： 全ての攻撃力 +443、全ステータス +76、全てのクリティカルダメージ +650 
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■レベルキャップ開放と新スキル実装 

大型アップデート「エローラ聖域」では、キャラクターレベルの上限が 50 から 55 へと解放され、新たにクラ

ス別のスキルと騎乗スキルが追加されます。 

 

・バーサーカー 

 
 

・ガーディアン 

 

  



【ICARUS ONLINE Press Release】 

イカロス オンライン プレスリリース   

 2016/6/16 
WeMade Online Co., Ltd. & NHN hangame Corp. 

 

 
【お問い合わせ先】 

サービスについてのお問い合わせ：株式会社WeMade Online  

担当者：岩下/E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

6/12 

・アサシン 

 
 

・プリースト 
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・ウィザード 

 
 

・レンジャー 
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■新システム「フェロー合成」 

新システム「フェロー合成」は、フェロー同士を合成することにより新たなフェローを獲得することができるシ

ステムです。 

 

 
 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』大型アップデート「エローラ聖域」特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/Event/2016/25_Update/ 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』大型アップデート「エローラ聖域」特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2016/25_Update/ 
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■「エローラ聖域」アップデート前に、新規・復帰・拡散の「3大」キャンペーンを開催 

「エローラ聖域」大型アップデートを目前に控え、「新米騎士応援」「Re:START」「拡散キャンペーン」の「3大」

キャンペーンを実施します。新たにプレイされる方、久しぶりにプレイされる方、そして現在プレイしている方、

それぞれに役立つアイテムを用意しています。 

 

 
 

■「新米騎士応援」キャンペーン概要 

キャンペーン期間中に初めて『ICARUS ONLINE』をプレイした方を対象に、アイテムをプレゼントします。 

 

◇エローラ聖域アップデート記念「新米騎士応援」キャンペーン実施期間 

2016年6月16日(木)～7月14日(木)メンテナンス開始まで 

 

◇「新米騎士応援」キャンペーンのプレゼントアイテム 

アイテム名 数量 説明文 

24スロットかばん 1 かばんが24スロット拡張されます 

補助ブースター(30日) 1 

30日間、以下の効果を発揮 

リキャストタイム -10% / フェロー経験値 +50% 

/ドロップ率 +20% 

希望のブースター(7日) 1 
7日間、以下の効果を発揮 

HP +1000 / 全ての攻撃力 +5% / 全ステータス +10 

エローラの約束 100 30秒間フェロー騎乗中の移動速度が50%上昇 

精鋭封印石(限定)×10 1 精鋭等級以下のフェローを封印可能 

フェロー：ライルード 1 精鋭等級地上フェロー「ライルード」を獲得 

フェロー：赤光のスカレダ 1 精鋭等級飛行フェロー「赤光のスカレダ」を獲得 

ハカナス礼服(30日) 1 男女共用コスチューム。着用効果:フェロー経験値 +100% 
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■「Re:START」キャンペーン概要 

2016年5月21日(木)から6月16日(木)メンテナンス開始までの間一度もゲーム内にログインしていない方が、

キャンペーン期間中にゲーム内にログインした場合、アイテムをプレゼントします。 

 

◇エローラ聖域アップデート記念「Re:START」キャンペーン実施期間 

2016年6月16日(木)～7月14日(木)メンテナンス開始まで 

 

◇「Re:START」キャンペーンのプレゼントアイテム 

アイテム名 数量 説明文 

エルン100個ボックス 1 エルンが100個手に入るボックス 

補助ブースター(30日) 1 

30日間、以下の効果を発揮 

リキャストタイム -10% / フェロー経験値 +50% 

/ドロップ率 +20% 

希望のブースター(7日) 1 
7日間、以下の効果を発揮 

HP +1000 / 全ての攻撃力 +5% / 全ステータス +10 

エローラの約束 100 30秒間フェロー騎乗中の移動速度が50%上昇 

成長の栄薬 1 

3時間、以下の効果を発揮 

獲得経験値 +30% / HP +2000 / MP +2000 

/ 全ての攻撃力 +10% / 全ての防御力 +10% 

/ 移動速度 +10% / リキャストタイム -20% 

110レベル強化石(イベント) 30 装備アイテムの能力値を上昇できます 

ラビニ族の銀貨x300 1 さまざまな装備と交換可能 

ラビニ族の金貨x30 1 さまざまな装備やランダムボックスと交換可能 

ハカナス礼服(30日) 1 男女共用コスチューム。効果:フェロー経験値 +100% 
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■「拡散」キャンペーン概要 

『ICARUS ONLINE』公式サイトにログイン後、キャンペーンページに存在する「Twiiterで拡散!」「Skypeで

拡散!」ボタンをクリックしメッセージを送った方に、もれなく「エルン50個パッケージ」をプレゼントします。 

 

◇エローラ聖域アップデート記念「拡散」キャンペーン実施期間 

・拡散期間 

2016年6月16日(木)～7月7日(木)メンテナンス開始まで 

・アイテム受け取り期間 

2016年7月14日(木)メンテナンス後～7月21日(木)メンテナンス開始まで 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』エローラ聖域実装記念「3大」キャンペーン特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/Event/2016/25_Update/ 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』エローラ聖域実装記念「3大」キャンペーン特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2016/25_Update/ 

 

 

◆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/2016/25_Update/
http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2016/25_Update/
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/

