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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

一人用ダンジョン「ブラギ鉱山」が実装される 

「エローラ聖域2次アップデート」を7/21に実施！ 

そして、アップデートより大規模に世界が変わる 

ICARUS恒例サマーイベントが二つも登場！ 

「悪霊退散！幽霊屋敷の秘密」「スイカラビニの逆襲」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、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、新たなギミックの一人用ダンジョン「ブラギ鉱山」や「アイテム超

越」システムなどが実装される「エローラ聖域2次アップデート」を2016年7月21日(木)に実施しました。

また、大規模に世界が変わるサマーイベント2種を同日開始しました。 
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■「エローラ聖域2次アップデート」を7/21に実施 

一人用新ダンジョンが実装される「エローラ聖域 2次アップデート」を、2016年 7月 21日(木)に実施しまし

た。「エローラ聖域2次アップデート」では、一日一回10分間のみ入場可能な一人用インスタンスダンジョン「ブ

ラギ鉱山」や、同一種類の装備を合成することで装備アイテムの能力値を強化できる「アイテム超越」システム、

そして最上位の伝説等級装備「アルミラシリーズ」の製作システムが実装されました。このほか、クエストの追

加や報酬調整、英雄等級フェローを中心としたフェロー再出現時間短縮も同時に実施されました。 

 

 
 

■「エローラ聖域2次アップデート」の概要 

・一人用インスタンスダンジョン実装：「ブラギ鉱山」(入場レベル55以上) 

・新システム実装：「アイテム超越」システム 

・伝説等級装備「アルミラシリーズ」製作レシピの追加 

・滅亡の空域マップでのクエスト取得経験値増加 

・期間性ヴァルカランシリーズ装備取得クエストの追加 

・成長型防具取得クエストの追加 

・フェロー再出現時間短縮 
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■一人用インスタンスダンジョン「ブラギ鉱山」 

「風の渓谷」マップに現れた1人専用インスタンスダンジョン「ブラギ鉱山」。プレイヤーはブラギ族が日夜採

掘を行っているこの鉱山に忍び込み、10分という限られた時間の中、彼らに見つからないように鉱石を採掘す

ることで、冒険に役立つアイテムを多数獲得できます。 

 

◇「ブラギ鉱山」ダンジョン紹介 

入場レベル 入場可能人数 滞在可能時間 ダンジョン位置 

55 1 10分間 風の渓谷マップ「エルカニン島」付近 

 

 
 

  



【ICARUS ONLINE Press Release】 

イカロス オンライン プレスリリース   

 2016/7/21 
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 

4/17 

◇「ブラギ鉱山」の攻略方法と主な出現アイテム 

「ブラギ鉱山」内部には女神エローラの加護を秘めた特別な鉱石「エリウム鉱石」が存在し、プレイヤーはこの

エリウム鉱石の採掘に成功した際、何らかのアイテムを獲得できます。しかしながら、鉱山内のブラギ族たちは

エリウム鉱石の独占のために常に周囲を警戒しており、侵入者を発見するとすぐさま攻撃を仕掛けてきます。10

分という制限時間のある「ブラギ鉱山」で、より多くのエリウム鉱石を採掘するためには、彼らの視野の目安と

して表示されている赤い範囲をできるだけ避け、ひっそりと行動する必要があります。 

 

 
 

「ブラギ鉱山」の主な出現アイテム 

エローラの魂の欠片 精製されたエローラの魂 

上級魔竜の聖水 45レベル伝説等級超越石 

55レベル伝説等級超越石 150レベル強化石 

[装身具]150レベル精鋭強化石 140レベル英雄強化石 

 

◇「ブラギ鉱山」内部で発生する制限 

「ブラギ鉱山」内部のプレイヤーは「鉱山のオーラ」によってステータスが変動してしまいます。「鉱山のオーラ」

はブラギ鉱山に入場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、クラスごとに内容はさまざまです。また、特定のクラスではブラギ鉱山内で一部の

スキルの使用を制限されてしまうため、あらかじめ注意しましょう。 
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■新システム「アイテム超越」 

「アイテム超越」とは、強化石を用いて行う既存の強化システムとは異なり、超越したい装備品に同一種の装備

品を素材として超越を行うことで、該当装備のオプション値を強化するシステムです。このシステムを通じて、

所持している装備の能力を更なる限界まで高めることが可能となります。 

 

◇「アイテム超越」するために必要なアイテム 

「アイテム超越」を行うには、あらかじめ以下の3つのアイテムを用意する必要があります。 

 

1.「超越対象」装備品 

その名の通り、アイテム超越システムを通じて能力を高めたい装備品です。超越に成功すると、装備品のランダ

ムオプションと固定オプションの能力値が強化されます。 

なお、アイテム超越は、武器 / サブ武器 / 騎乗武器 / 防具 / 装身具に行うことが可能です。 

 

2.「超越材料」装備品 

超越対象アイテムを強化するための素材として消費される装備品です。超越対象の装備品と同一種類の装備品の

み、「超越材料」として使用できます。 

 

3.専用アイテム「超越石」 

アイテム超越を行うためには超越システム専用アイテムである「超越石」が必要です。超越石は各武器/防具関連

のNPC商人や、モンスタードロップを通じて入手できます。 

 

・本アップデートで実装された「超越石」 

アイテム名 説明 

35レベル伝説等級超越石 
35レベル以下の伝説等級装備の超越に必要なアイテム。 

NPC商店を通じて購入できる。 

45レベル伝説等級超越石 
36～45レベルの伝説等級装備品の超越に必要なアイテム。 

ブラギ鉱山およびモンスタードロップにて入手できる。 

55レベル伝説等級超越石 
46～55レベルの伝説等級装備品の超越に必要なアイテム。 

ブラギ鉱山およびモンスタードロップにて入手できる。 
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◇超越レベル 

アイテム超越システムにはアイテム強化システムと同様に成功確率が設定されており、既定の確率で成功します。

アイテム超越に成功すると装備品の「超越レベル」が上昇し「超越材料」と「超越石」が消滅しますが、失敗の

際には超越対象装備の「超越レベル」は維持され、超越対象装備の超越レベルにより、「超越材料」や「超越石」

が消失します。超越レベルは最大4～6段階まで可能であり、超越レベルの上限は装備品により異なります。 

 

◇アイテム超越方法 

1. 超越石を右クリックして超越したい装備品を選択すると、超越ウィンドウが表示されます。 

超越材料に使用できる装備がかばん内にある場合には、超越材料が自動で選択されます。超越材料に使用できる

装備が複数ある場合、ドラッグまたは右クリックにて、超越材料の入れ替えが可能です。 

 

2. 超越材料を選択した状態で超越ボタンをクリックすると、超越結果の予想画面が表示されます。内容に問題が

ない場合、「進行」ボタンをクリックすることでアイテム超越が実行されます。 

 

3. 超越に成功すると、超越対象装備品のランダムオプションと固定オプションのステータス数値が上昇します。 

 

 
・超越実施前   ・超越成功後(超越レベル1) 
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■このほかの、2016年7月21日に実装されたアップデート内容 

◇伝説等級装備「アルミラシリーズ」製作システム実装 

「エローラ聖域2次アップデート」にて、ゲーム内の一部モンスターがアルミラシリーズ装備の製作レシピをド

ロップするようになりました。このレシピを習得することにより、伝説等級装備「アルミラシリーズ」の製作が

可能となります。 

 

 
 

◇キャラクター育成支援 

初心者～中級者キャラクターのレベルアップ / 育成を支援するため、「滅亡の空域」マップのクエストにより得

られる経験値が上昇しました。 

また、成長系防具や期間性ヴァルカラン装備が入手できるクエストを「ハカナス城」マップに実装しました。 

 

◇フェロー再出現時間短縮 

英雄等級フェローを中心として、ゲーム内に出現するモンスター/フェローのリポップ時間を短縮しました。 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「エローラ聖域2次アップデート」実装内容のお知らせはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=93 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「エローラ聖域2次アップデート」実装内容のお知らせはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=95 

  

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=93
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=95
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■サマーイベント「悪霊退散！幽霊屋敷の秘密」＆「スイカラビニの逆襲」を開催 

『ICARUS ONLINE』恒例のサマーイベント「悪霊退散！幽霊屋敷の秘密」＆「スイカラビニの逆襲」を開催し

ます！今年のサマーイベントは背筋も凍るホラーナイト。襲い来る幽霊たちに立ち向かい、ハカナスで過ごす

2016年の夏を満喫しましょう。 

 

 
 

◇サマーイベント開催期間 

2016年7月21日(木)～8月25日(木)メンテナンス開始まで 

 

■プロローグ：ハカナス城に夏到来！ 

「ハカナス城」マップのグラフィックが夏仕様に大変化！騎士たちのオアシスとなった勝利の大広場で記念撮影

はいかがでしょうか。 
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■イベント1：「悪霊退散！幽霊屋敷の秘密」 

「ハカナス城」マップの西部市街地にひっそりと佇む大きな屋敷。「メルビル」という老婆が購入したこの屋敷に

は夜な夜な恐ろしい幽霊が現れ、主のメルビルはこの霊たちに屋敷を追い出されてしまったようです。 

 

 
 

メルビルは安全な生活のために幽霊を退治してくれる勇敢な騎士を探しており、屋敷の幽霊を退治した際に手に

入る「幽霊の書き置き」を集めた騎士には報酬として自らが一生をかけて集めた宝物をプレゼントしてくれるそ

うです。インスタンスダンジョン「幽霊屋敷」に現れる幽霊を退治し、悩める老婆を安心させてあげましょう！ 
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◇イベント関連NPCとイベントの流れ 

 

【メルビル － 所在地：幽霊屋敷入口付近】 

憧れのハカナス城下街に家を購入したものの悪霊たちによって屋敷が

占拠されてしまい悲しみに暮れている老婆。安心できる暮らしの確保

のため、プレイヤーに悪霊退治を依頼する。 

 

【ラビニフレディ － 所在地：幽霊屋敷入口付近】 

悪霊に苦しめられるメルビルを可哀想に思い助けの手を差し伸べるも

のの、自分自身も幽霊が怖くて屋敷には一歩も立ち入れないというラ

ビニ族。このNPCに話しかけることでイベント関連クエストの受諾

や、イベント限定商店を利用できる。 

1. 1日1回、イベントNPC「ラビニフレディ」から「幽霊屋敷入場券」を受け取る 

2. イベント限定インスタンスダンジョン「幽霊屋敷」やラビニ村等のインスタンスダンジョンでイベント対象モ

ンスターを退治し、「幽霊の書き置き」を集める 

3. 集めた「幽霊の書き置き」を「ラビニフレディ」のもとに持って行き、アルミラ装身具やイベント限定フェロ

ー、アクセサリー等をゲット！ 

 

◇イベント限定ダンジョン「幽霊屋敷」の概要 

 

入場レベル 入場可能人数 再入場時間 入場条件 

30以上 1人 12時間 入場アイテム「幽霊屋敷入場券」を所持 
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★イベント限定ダンジョン「幽霊屋敷」攻略の手がかり 

・幽霊屋敷の内部は暗闇に覆われています。屋敷内部で入手できる松明を利用して、明かりを手に入れましょう。 

・幽霊屋敷の内部に潜むモンスターはどれも非常に強力なうえ、こちらからの攻撃を受け付けません。油断する

と致命傷を与えられてしまう危険性もあるため、ポーションや復活後遺症治癒呪文書を持ち込むことを忘れない

ようにしましょう。 

・幽霊屋敷の内部には恐ろしい罠が仕掛けられており、罠の上を通ると足を取られてしまいます。 

・幽霊屋敷の長「死の使者リファー」には、屋敷の内部で手に入る特殊な爆弾「閃光弾」を用いての攻撃が可能

です。ただし「死の使者リファー」が特定の行動を行っている間でなければ「閃光弾」での攻撃は通用しないと

も噂されているため、さまざまな隙を狙ってみると良いでしょう。 

 

◇イベント限定収集アイテム「幽霊の書き置き」 

アイテム名 説明・効果 

幽霊の書き置き 

幽霊たちが去り際に落とした書き置き。使用すると5分の間、プレイヤー

に以下の効果が適用される。また、ハカナス城「幽霊屋敷」前のNPC「ラ

ビニフレディ」のもとでイベントアイテムと交換を行うことができる。 

 

【適用効果】 

・ドロップ率5%増加 / ・全ての攻撃力3%増加 

・全防御力3%増加 / ・HP自然回復量5%増加 

・全てのクリティカル2.00%増加 

 

【「幽霊の書き置き」入手経路】 

・インスタンスダンジョン「幽霊屋敷」 

・インスタンスダンジョン「ラビニ村」内モンスター 

・下記のインスタンスダンジョン内に出現するイベント限定モンスター「ウィスパー」 

※イベント限定モンスター「ウィスパー」出現ダンジョン 

伝説：灼熱の火山遺跡 / カルレアン邸 /絶対凍土マトレーン / 禁忌の洞窟 / ファルラーク氷城 / 空域の隙間  

英雄：古代の寺院 / 混沌の魔軍の要塞 / 忘れられた聖地 
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◇「悪霊退散！幽霊屋敷の秘密」イベントで入手可能なアイテム 

「悪霊退散！幽霊屋敷の秘密」イベントでは、クエストを通じてアルミラシリーズの装身具や初登場のサマーア

クセサリー、そして新登場のフェロー「バナナボート」シリーズなどのさまざまなアイテムを入手できます。 

 

 
・フェロー：バナナボート 
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■イベント2：「スイカラビニの逆襲」イベント内容 

イベント期間中、「ラビニ村」ダンジョンに出現するモンスターが「スイカラビニ」に変化！スイカラビニたちは

何故か「幽霊の書き置き」を所持しているようです。宝箱開封のついでに彼らをこらしめて「幽霊の書き置き」

をゲットしましょう。 

 

 
 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』サマーイベント「悪霊退散！幽霊屋敷の秘密」実施のお知らせはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=141 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』サマーイベント「悪霊退散！幽霊屋敷の秘密」実施のお知らせはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=135 

  

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=141
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=135
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■新登場のフェロー＆新水着を大特集！ 

2016 年 7 月 21 日(木)の定期メンテナンスにて、ラビニ商店の販売アイテムが追加されました。今回の更新で

は、夏を彩る新たな水着コスチュームや、ぬいぐるみ型の新フェローが入手できるランダムボックス等々、さま

ざまなアイテムが新登場！さらに、7 月のエルン特別ボックスでは夏にピッタリの青色が爽やかな「ヴァカンス

デビ」も手に入る！？ここでは、新登場アイテムのスクリーンショットを紹介します。 

 

■新登場の各種水着 
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■アイシャの宝物ボックスから出現する「ソーイング」フェロー 

 
・フェロー：ソーイングデモナス  ・フェロー：ソーイングカリプト 

 

 
・フェロー：ソーイングハミオン 
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■7月のエルン特別ボックスから出現する「ヴァカンスデビ」 

 
 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』ラビニ商店販売ラインナップ更新のお知らせはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=1&seq=304 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』ラビニ商店販売ラインナップ更新のお知らせはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=11&seq=277 

 

 

◆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=1&seq=304
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=11&seq=277
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/

