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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

超巨大かぼちゃがハカナス城を占拠し 

首の無い騎士「デュラハン」が登場！ 

「ICARUS HalloweenNight 2016」イベントを開催 
 

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10月27日(木)より「ICARUS HalloweenNight 2016」

イベントを開始しました。また同日よりキャッシュショップ「ラビニ商店」にて、ハロウィンにちなんだフェロ

ーやコスチュームなどのアイテム販売も開始しました。 
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■「ICARUS HalloweenNight 2016」イベントを開始 

ハカナス城の様相がガラリと代わる『ICARUS ONLINE』ハロウィンイベント。首の無い騎士「デュラハン」と

その愛馬や超巨大なおばけカボチャが出現し、不思議なことが盛りだくさんの「ICARUS HalloweenNight 2016」

イベントを、2016年10月27日(木)に開始しました。イベント期間中は、ハカナス城のグラフィックがハロウ

ィンナイト仕様に変化！妖しく笑う月やカボチャたちと共に不思議な夜を過ごそう。 

 

◇イベント実施期間 

2016年10月27日(木)～11月17日(木)メンテナンス前まで 
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■「ICARUS HalloweenNight 2016」イベント内容 

◇イベント1「首の無い騎士デュラハンの伝説」 

イベント期間中、ゲーム内の様々なインスタンスダンジョンの伝説等級に、限定モンスター「デュラハン」が出

現します。デュラハンは討伐する事でイベント限定アイテム「ハロウィンキャンディ」をドロップします。 

「ハロウィンキャンディ」は、ハカナス城のイベントNPC「パンプキンラビニ」のもとで豪華なアイテムと 

交換が可能です。たくさん集めて『ICARUS ONLINE』で迎えるハロウィンを楽しみましょう！ 

 

 

アイコン アイテム名 説明文 

 

ハロウィンキャンディ 

使用すると、5分間以下の効果を発揮 

・ドロップ率 5%増加 / ・全ての攻撃力 3.00%増加 

・全ての防御力 3.00%増加 / ・HP自然回復量 5%増加 

・全てのクリティカル 2.00%増加 
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・「ICARUS HalloweenNight 2016」イベントNPC  

 

・イベントNPC「パンプキン」 

 

ハロウィンの時期になるとどこからともなく現れる、「キヒヒ！」という笑

い声が特徴的なラビニ。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する事ができる。 

 

 

 

 

 

・イベントNPC「スケリントン」 

 

スケルトンコスチュームに身を包んだ不思議な男性。伝説の騎士「デュラ

ハン」についてやけに詳しい様子を見せるが、その正体は謎に包まれてい

る。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ができる。 
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・NPC「パンプキン」のもとで「ハロウィンキャンディ」にて交換可能なアイテム 

アイテム名 交換必要数 説明文 

コシュタ・バワーの証 600 
イベント限定フェロー「コシュタ・バワー」の 

捕獲に必要なアイテム。(取引不可) 

不思議なハロウィンボックス 50 

・コシュタ・バワーの証(取引不可) 

・アルミラ武器ボックスⅡ(取引可能) 

・アルミラノワール防具ボックスⅡ(取引可能) 

・アルミラアンジュ防具ボックスⅡ(取引可能) 

・アルミラアンジュ防具ボックスⅡ(取引可能) 

・トルガイの証(取引不可) 

・伝説フェローの証ボックス(取引不可) 

・ハロウィン武器コスチューム(永久)(取引可能) 

・白いスケルトンコスチューム(取引可能) 

・青いスケルトンコスチューム(取引可能) 

などの24種類の中から1つを獲得 

凛々しいカボチャマスク 400 

キャラクター外見が変わる男女共用コスチューム 

（取引可能） 

悲しいカボチャマスク 400 

楽しいカボチャマスク 400 

怖いカボチャマスク 400 

対巨大カボチャ爆弾 10 

イベント中に出現するモンスター「巨大なハロウィンカ

ボチャ」に対してダメージを与えることができる専用の

攻撃アイテム（取引不可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com


【ICARUS ONLINE Press Release】 

イカロス オンライン プレスリリース   

 2016/10/27 
WeMade Online Co.,Ltd. & NHN hangame Corp. 

 

 
【お問い合わせ先】 

ゲーム内容、GAMEcomでのサービスについてのお問い合わせ：株式会社WeMade Online  

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

ハンゲームでのサービスについてのお問い合わせ：NHN ハンゲーム株式会社 

担当者：大村/E-mail： pr@nhn-hangame.com 

6/12 

・ハロウィンキャンディとの交換や不思議なハロウィンボックスより入手可能なアクセサリーやコスチューム 

 
    ・楽しいかぼちゃマスク      ・怖いかぼちゃマスク   ・悲しいかぼちゃマスク 

 

 
    ・凛々しいかぼちゃマスク  ・青いスケルトンコスチューム ・白いスケルトンコスチューム 

 

・イベントモンスターからのドロップで入手可能なアクセサリーの着用イメージ 

 
・オレンジの魔女帽子       ・緑の魔女帽子        ・赤の魔女帽子 
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・新登場フェローの紹介 

 
フェロー: コシュタ・バワー 

 

 

◇イベント2「謎の巨大カボチャ」 

 

 
イベント期間中、ゲーム内に「巨大なハロウィンカボチャ」が出現する事があります。「巨大なハロウィンカボチ

ャ」はNPC「パンプキン」のもとで入手できる攻撃用アイテム「対巨大カボチャ用爆弾」を通じてダメージを与

えられ、討伐するとハロウィンに関連した様々なアイテムをドロップします。 
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◇イベント3「イタズラっ子の合言葉 trick or treat！」 

 
イベント期間中、ゲーム内のチャットを通じて「trick or treat」と発言すると、限定バフ「ハロウィンの魔法」

が発言後60分間適用されます。 

バフ名 バフ効果 

ハロウィンの魔法 

獲得経験値16%増加 

モンスターからのアイテムドロップ率6%増加 

全ての攻撃力6%増加 

全防御力6%増加 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「ICARUS HalloweenNight！」イベント告知ページはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=169 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「ICARUS HalloweenNight！」イベント告知ページはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=163 
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■ハロウィンアイテムも登場！「ラビニ商店」ラインナップを更新 

2016年10月27日(木) に、キャッシュショップ「ラビニ商店」の販売アイテムが追加されました。ハロウィ

ンにちなんだコスチュームが登場！ 

 

■新登場コスチュームの紹介 

 

・武器コスチューム：ハロウィン武器コスチューム  

 
・アサシン       ・アイドル      ・ウィザード     ・ガーディアン 

 
・レンジャー     ・プリースト      ・バーサーカー 
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・コスチューム：ヴァイオレットヴァンパイア 

 
ヴァイオレットヴァンパイア着用イメージ 
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◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「ラビニ商店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=348 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「ラビニ商店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=319 

 

 

◆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：WeMade Entertainment 

 

■コピーライト 

© WeMade Entertainment 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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