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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

消えた姫の手がかりを求めて、新たな地域に突入！ 

レベルキャップ解放に新マップが2種、 

そしてフェロー合成システムも新登場！ 

もちろん、新フェローに新装備も大量追加される 

「エローラ聖域」大型アップデートを本日実施 
 

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解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)に実施しました。 
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■大型アップデート「エローラ聖域」を実施 

レベルキャップ解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

施しました。「エローラ聖域」アップデートでは、アップデート名でもある「エローラ聖域」マップと、空中での

冒険が特徴的な「風の渓谷」マップでストーリーが展開されます。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、新規プレイヤーにもうれしい「成長型装備」の実装な

ど、システムアップデートも盛りだくさん。もちろん、新規フェローや新装備も大量実装。大型アップデートの

名に恥じない「エローラ聖域」が実装された2年目の『ICARUS ONLINE』を、今後ともよろしくお願いします。 

 

 
 

■「エローラ聖域」アップデート概要 

・レベルキャップ解放：50 ⇒ 55 

 Lv55解放に伴いクエスト・偉業・特性スロットなど各コンテンツを拡張 

・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 

・新アクセサリー実装：伝説等級「カオスエルフ」シリーズ・伝説等級「ロクサンヌ」シリーズ 

・成長型装備実装：武器・アクセサリー 

・新規釣り場実装：「エローラ聖域 釣り堀」 

・新規フェロー：伝説等級1種・英雄等級6種・精鋭等級10種・一般等級11種、合計28種実装 

・フェローコレクション追加：地域コレクション「エローラ聖域」・スペシャルコレクション 

・製作段階上限解放：フェロー・錬金術・料理の6段階実装 

・フェロー牧場組み合わせバフ：新規バフ効果3種追加 

・一部インスタンスダンジョンの再入場時間を短縮 
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■「エローラ聖域」の地域概要 

エローラ聖域は光の女神エローラの聖なる力で守護された地域です。この土地は全域が豊かな自然に囲まれてお

り、神聖なフェローや女神の子孫であるエルフ族たちが手を取り合って暮らしています。なお、マップ内のイン

スタンスダンジョンは1種、登場フェローは全28種です。 

 

 
 

◇「エローラ聖域」に登場するフェロー 

「エローラ聖域」では、これまでのマップに登場したことのない新しい容姿のフェローが多数登場します。 
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◇「エローラ聖域」フェロー特有のパッシブスキル 

「エローラ聖域」で捕獲可能なフェローのほとんどが、パッシブスキル「聖域への適応力」を所持しており、「エ

ローラ聖域」および「風の渓谷」内でのみ、以下の効果が適用されます。 

 

アイコン スキル名 説明・効果 

 

聖域への適応力 

エローラ聖域および風の渓谷に最適化したコンディショ

ンを持っており、該当地域内で以下効果が適用される 

・移動速度 20%増加 /・フェロー経験値 25%増加 
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■新マップ「エローラ聖域」のストーリーと入場方法 

◇「エローラ聖域」のストーリー 

魔神の復活を企てる男「サラント」に囚われたラニア姫を追う主人公は、預言者チメルよりエルフ族の住まう土

地「エローラ聖域」へと向かうように命じられる。エローラ聖域では、女神を信仰する光のエルフ達と闇の力に

屈した背信者「カオスエルフ」による熾烈な戦争が行われているというが… 

 

◇「エローラ聖域」の入場方法 

「エローラ聖域」に侵入するには、不死の砂漠マップ「混沌の魔軍の要塞」付近のNPC[チメル]より受諾できる

メインクエスト「魔神の魂が込められた石」を進行する必要があります。 

 

 
 

上記クエストを受諾した状態で、不死の砂漠マップ「アルセーク村」の外れに位置するクエスト完了NPC[ギル

ロト]に話しかけることで、不死の砂漠マップから「エローラ聖域」マップへと移動できます。 
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■インスタンスダンジョン「忘れられた聖地」 

「エローラ聖域」のインスタンスダンジョン「忘れられた聖地」は、カオスエルフの長であるニヴルロードヘイ

ムとその配下のゴーレムたちによって支配されており、持続ダメージが適用される特殊な床や、進行のために専

用の鍵が必要となる大きな扉などのギミックが施されています。 

 

 
 

 

■レイドモンスター 

「エローラ聖域」「風の渓谷」には、「瞳のロクサンヌ」と「虐殺者レナンジェスト」という2体のフィールドレ

イドモンスターが存在しています。各レイドモンスターには、ここでのみドロップするアクセサリーや討伐する

ことで完了できる特別なデイリークエストなどが用意されているので、仲間を集めて討伐に挑戦してみよう。 
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■レベルキャップ解放と新スキル実装 

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。 

 

 
 

◇新たに実装されたクラススキル 

クラス アイコン スキル名 

バーサーカー 

 

アースシャッター 

ガーディアン 

 

グロリアスシールド 

アサシン 

 

デットエンド 

プリースト 

 

エローラの波動 

ウィザード  

ファイアピラー 

 

アイスピラー 

レンジャー 

 

ソウルサクリファイス 
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■新システム「フェロー合成」 

新登場した「フェロー合成」システムでは、フェローインベントリに所持している最大レベルのフェロー同士を

合成して新たなフェローを獲得できます。 

 
 

番号 説明 

1 
フェローインベントリ内右上の「フェロー合成」ボタンをクリックすると、 

フェロー合成ウィンドウが表示されます。 

2 
フェロー合成に素材として使用するフェローをセットするスロットです。 

ドラッグ＆ドロップ、または右クリックによりセットできます。 

3 
合成により獲得できるフェローの等級が表示されます。 

獲得できるフェローの等級は、素材フェローの等級により変動します。 

4 
フェロー合成より消耗するゴールドが表示されます。 

消耗するゴールドは素材フェローのレベルや等級により変動します。 

 

◇「フェロー合成」の条件 

「フェロー合成」には、最大レベルまで成長したフェローが2～4体必要です。最大レベルであれば、ペットお

よび封印石状態のフェローも利用できます。フェロー合成によって獲得できるフェローは、素材にするフェロー

のレベル・等級・フェロー強化値により変動するため、より良い素材フェローを使用することで貴重なフェロー

を獲得できる確率がアップします。 
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■成長型装備 

「エローラ聖域」アップデートでは、着用するキャラクターのレベルに応じて性能が変化する新たな装備品「成

長型装備」が登場します。「成長型装備」とは、通常の装備と異なり装備強化から得られる恩恵は少ないものの、

基本ステータスが優れているため強力な装備を入手するまでの期間をサポートしてくれる便利な装備です。 

 

 
・キャラクターレベルが1の場合  ・キャラクターレベルが50の場合 

 

◇「成長型装備」の特徴 

「成長型装備」は、どの装備品もキャラクターレベル1から着用可能です。等級やランダムオプション、封印石

スロットなどのシステムは通常装備と同様ですが、着用すると「帰属解除不可」となるので注意が必要です。 

 

◇「成長型装備」の強化 

「成長型装備」は通常装備と同様、強化石を使用しての強化が可能です。武器は最大10段階まで、装飾品は最

大2段階まで強化でき、強化段階の下落リスクも通常装備と同様に発生します。 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』大型アップデート「エローラ聖域」実装内容の詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=87 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』大型アップデート「エローラ聖域」実装内容の詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=90 

 

 

  

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=87
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=90


【ICARUS ONLINE Press Release】 

イカロス オンライン プレスリリース   

 2016/6/23 
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 

10/11 

◆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/ 

 

 

◆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」「エラキス」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/

