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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

新種族「シャリング」専用クラス「アイドル」を本日実装 

実装記念イベント＆キャンペーンを各種開催！ 

シャリング広報大使「才木玲佳」さんもゲーム内に登場 
 

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、新種族  シャリング」専用クラス  アイドル」を実装する大型アップ

デートを本日実施しました。また、シャリング広報大使  才木玲佳」さんがNPCとして登場するなど、さまざま

なシャリング実装記念イベントとキャンペーンを開始しました。 
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■新種族「シャリング」専用クラス「アイドル」を実装する大型アップデートを実施 

2016年9月29日(木)のメンテナンスにて、新種族  シャリング」専用クラス  アイドル」を実装する大型アッ

プデートを実施しました。 

 

◆2016年9月29日(木)大型アップデートにおけるゲーム内更新内容 

・プレイングキャラクターに新種族 シャリング」および新クラス アイドル」を実装しました。 

・各種NPC商店の販売アイテムにアイドル関連アイテムを追加しました。 

・  挑戦の塔」システム内クラス別ランキングに アイドル」部門を追加しました。 

・アイドル関連偉業を追加しました。 

・活力ボックスから各種 高度」系活力ポーションが出現しないようになりました。 

・ゲーム内に期間限定NPC 才木玲佳」を設置しました。 

 

 

◆新種族「シャリング」ってどんな種族？ 

新種族 シャリング」は女神エローラが撒いた光の種から生まれた妖精です。人ならざる者でありながら人間の

少女のような姿をしており、かつては生みの親である女神エローラの意志に従ってハカナス王国の真理の魔法士

たちと共にミドラス大陸の魔法文明の発展を手助けしてきたと伝えられています。 

 

◆新種族「シャリング」キャラクターについて 

シャリング族のキャラクターは専用クラス アイドル」のみ選択できます。ガーディアンやウィザード等のクラ

スをシャリング族でプレイすることはできません。シャリング族は女性キャラクターのみ作成可能であり、シャ

リング族のキャラクターは既存の6クラスとは異なりハカナス城から冒険が始まります。 

 

◆シャリング専用新クラス「アイドル」の特徴 

プリースト、ウィザード、レンジャーと同様の魔法クラスに属します。クラス  アイドル」は主にメイン武器  ス

テッキ」とサブ武器 ドール」を使った攻撃魔法と周囲の味方のステータスを上昇させてくれるペットを召喚す

る補助魔法を用いて戦闘を行う、サポート能力に長けたクラスです。 
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◆新種族「シャリング」の作成方法 

シャリングが司るクラス  アイドル」は既存の6クラスと同様、キャラクター作成画面にて  アイドル」の項目

を選択した状態で キャラクター作成」ボタンをクリックすることで作成可能です。 
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◆クラス「アイドル」専用装備「ピュア」シリーズ 

クラス アイドル」のキャラクターが装備する防具はどれも華やかなステージ衣装風。ふんわり広がる柔らかな

ワンピースが険しい冒険を可愛らしく彩ります。 
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◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』新種族「シャリング」専用クラス「アイドル」実装のお知らせはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=108 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』新種族「シャリング」専用クラス「アイドル」実装のお知らせはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=109 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』新種族「シャリング」特設ページはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/Event/2016/27_Shiring/ 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』新種族「シャリング」特設ページはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2016/27_Shiring/ 
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■新種族「シャリング」実装を記念して各種イベント＆キャンペーンを実施 

新種族 シャリング」専用キャラクター アイドル」の実装を記念し、シャリング広報大使の戦うアイドル 才

木玲佳」さんがゲーム内にNPCとして期間限定で登場！また、アイドルのみ使用できるアイテムを販売する  ア

イドル専用イベント商店」を期間限定開設するなど、さまざまなイベントやキャンペーンを実施します。 

 

◆シャリング広報大使 才木玲佳さんがハカナス王国に登場！ 

シャリング広報大使の戦うアイドル 才木玲佳」さんがゲーム内にNPCとして期間限定実装！勝利の大広場に

登場された才木玲佳さんからは限定コスチューム 広報大使のコスチューム」や回復アイテム プロテイン」等

が貰えるクエストを受諾できます。 

 
 

◇NPC「才木玲佳」設置期間 

2016年9月29日(木) ～ 2016年10月13日(木)メンテナンス前まで 

 

◇NPC「才木玲佳」から受諾できるクエスト 

[ サブ ]筋肉アイドルの正装 

[ デイリー ]筋肉アイドルの正装 

[ デイリー ]筋育にはプロテイン 
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◆アイドル専用イベント商店 

アイドルのみが使用できるアイテムを販売する アイドル専用イベント商店」を期間限定開設しました。 

 

◇アイドル専用商店 開設期間 

2016年9月29日(木) ～ 2016年10月6日(木)メンテナンス前まで 

 

◇アイドル専用商店 販売アイテム 

・戦うアイドルパッケージ 

・不思議なコスチュームボックス 

・アイドル限定エルンパッケージ 

・アイドル限定エルンパッケージⅡ 

 

 

◆エルン割引イベント 

新種族 シャリング」の実装を記念し、イベント期間中、各エルン消費コンテンツでの必要エルン個数が減少す

る エルン割引イベント」を実施します。 

この機会にぜひ装備の強化や倉庫枠の拡張をお試しください。 

 

◇エルン割引イベント実施期間 

2016年9月29日(木) ～ 2016年10月13日(木)メンテナンス前まで 

 

 

◆シャリング実装記念出席チェックイベント 

新種族 シャリング」実装を記念して、出席チェックイベントを開催します。今回は、新称号 称号：アイドル

の卵」や 伝説フェローの証ボックス」、更には受け取りキャラクターのクラスに対応した アルミラ武器ボッ

クス」まで獲得可能です。その他にも新システム スペシャル出席チェック」が同時開催され、ログインするだ

けでプレゼントが盛りだくさん！ 

 

◇出席チェックイベント実施期間 

2016年9月29日(木) ～ 2016年10月29日(土)12:00まで 
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◆レベルアップ応援イベント 

2016年9月8日(木)メンテナンス以後に作成したキャラクターが、イベント期間中に特定のレベルに到達する

と、伝説等級装備 アルミラ装備」や ロデッシュの証」など、とっても豪華なアイテムを受け取ることができ

ます。この機会にぜひ新規キャラクターを育成しましょう！ 

 

◇レベルアップ応援イベント実施期間 

2016年9月29日(木) ～ 2016年10月27日(木)メンテナンス前まで 

 

 

◆シャリング実装記念ワールドバフ 

新種族の実装を記念して、期間限定で冒険を支援するワールドバフが適用されます。この機会に新しく作ったキ

ャラクターを育成しましょう！ 

 

◇シャリング実装記念ワールドバフ適用期間 

2016年9月29日(木) ～ 2016年10月27日(木)メンテナンス前まで 

 

◇シャリング実装記念ワールドバフ内容 

・モンスターからのアイテムドロップ率20%増加・獲得経験値30%増加・ギルドポイント獲得量300%増加 

・移動速度20%増加・フェロー経験値30%増加・フェロー捕獲ポイント消耗20%減少 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』2016年9月29日(木)更新内容のお知らせはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=107 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』2016年9月29日(木)更新内容のお知らせはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=108 

 

 

◆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/ 
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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。 
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