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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

お待ちかねのフェロー牧場2次拡張！ 

フェロー冒険やフェロー牧場のカスタマイズが可能に！ 

ギルドルームも登場し、豪華システムアップデートを実施 
 

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、フェロー牧場関連システムの大型拡張や挑戦の塔の上限開放、ギル

ドルームの実装などを含むシステムアップデートを2016 年11 月17 日(木)に実施しました。また、同日より一

部のインスタンスダンジョンにおいて、最上位装備「アルミラシリーズ」のドロップ率がアップする「アルミラ

装備ドロップ率アップイベント」を開始しました。 
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■システムアップデート「フェロー牧場2次拡張」 

今回のアップデートではフェロー牧場にさまざまな便利なオブジェクトと新システムが追加されました。 

今後はより充実したフェロー牧場で、フェローたちと一緒に過ごすことが可能です。 

 

■フェロー牧場2次拡張概要 

・郵便ボックス、上級ポータル移動装置、各種製作所を追加 

・フェロー牧場内のオブジェクトの外見をカスタマイズできる「牧場アップグレード」システムを追加 

・フェローを特定の地域に冒険させる「フェロー冒険」システムを追加 

 

◇郵便ボックスと各種製作所を追加 

フェロー牧場内でメールを確認できる郵便ボックスと、ゲーム内の様々な地域に移動できる上級ポータル移動装

置、またすべての製作に対応する製作台 / 製作材料商人NPC / 製作技術段階審査NPC が追加されました。 

  
 

◇牧場アップグレード 

フェロー牧場内のアップグレード専用 NPC を通じ、エルンやフェローコインを消耗することで、牧場内のオブ

ジェクトをアップグレードできます。オブジェクトのアップグレードによって牧場内の外見を自由にカスタマイ

ズできる他、牧場内での製作大成功確率上昇等のバフ効果を得ることも可能です。 
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◇フェロー冒険 

「フェロー冒険」システムでは、フェロー牧場内に設置されているフェロー冒険掲示板を通じて、所持している

フェローを冒険に旅立たせる事が可能です。フェロー冒険に旅立たせたフェローは一定の時間が経つと冒険先の

地域で拾ったアイテムを持ち帰ってきます。 

 

◇フェロー冒険を通じて獲得できるアイテムの一部 

・トルガイの証(限定) 

・アルミラ武器ボックスⅡ 

・ [+5]祝福された伝説封印石抽出スティック 

・150 レベル上級英雄強化石 

・ハミオンの証(限定) 等、他にも様々なアイテムが入手可能です。 
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■システムアップデート「挑戦の塔 上限開放」 

これまで30 階が最高階層であった挑戦の塔に31 階～40 階が開放されました。 

今回新規解放された各階層では、これまで以上に強力なボスモンスターと、一筋縄ではいかないギミックがプレ

イヤーを襲います。 

 

また、今回は階層の上限開放に伴って挑戦の塔内でプレイヤーに適用される能力制限バフの効果も調整されまし

た。これまでに比べて力を発揮しやすくなった新たな挑戦の塔で、更なる高みを目指そう！ 

 

◇新規解放された階層のうち一部ステージ 
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■システムアップデート「ギルドルーム」 

ギルド内共有コンテンツ「ギルドルーム」が実装されました。 

こちらはレンタル制のコンテンツとなっており、ギルドマスターが専用アイテム「ギルドルームレンタル券」を

使用してから一定期間利用する事が可能な、各ギルドの秘密基地のような場所です。 

ハカナス城のギルド管理所から入場が行えるこのギルドルームには、各種製作台や個人倉庫等の便利なNPC が

集められているため、ギルド内での交流や、魔石争奪戦等のギルド対抗コンテンツの作戦会議の場として、ぜひ

ご利用ください。 

 

◇ギルドルーム内で適用されるバフ「ギルドルームの安心感」 

アイコン バフ名 説明文 

 

ギルドルームの安心感 

強化成功率5%増加 

製作大成功確率5%増加 

HP 自然回復量100%増加 
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◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「2016年11月17日(木) システムアップデート実施のお知らせ」は

こちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=118 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「2016年11月17日(木) システムアップデート実施のお知らせ」はこ

ちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=115 
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■「アルミラ装備ドロップ率UP」「伝説の亀裂に挑め！」等のインスタンスダンジョン関連イベ

ントを開始 

現在ゲーム内で最上位装備とされている「アルミラシリーズ」の入手率が大幅にアップする、インスタンスダン

ジョン関連イベントを2 種開始しました。 

 

■2016年11月17日(木)開始イベント 

・「アルミラ装備ドロップ率アップ」イベント 

・「伝説の亀裂に挑め！」イベント 

 

◇「アルミラ装備ドロップ率アップ」イベント概要 

期間中、特定のインスタンスダンジョンにおけるアルミラシリーズ装備のドロップ率が大幅にアップします。 

 

◇「アルミラ装備ドロップ率アップ」イベント実施期間 

2016 年11 月17 日(木)～12 月1 日(木)メンテナンス前まで 

 

◇「アルミラ装備ドロップ率アップ」イベント対象インスタンスダンジョン 

・禁忌の洞窟(伝説等級) 

・ファルラーク氷城(伝説等級) 

・滅亡の空域(伝説等級) 

・忘れられた聖地(英雄等級) 

 

◇「アルミラ装備ドロップ率アップ」イベント、ドロップ率アップアイテム 

・アルミラシリーズ武器 

・アルミラ(アンジュ/ノワール)シリーズ防具 

・アルミラシリーズ騎乗武器 

・アルミラシリーズ装身具 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「アルミラ装備ドロップ率アップイベント実施のお知らせ」はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=179 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「アルミラ装備ドロップ率アップイベント実施のお知らせ」はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=171 
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◇「伝説の亀裂に挑め！」イベント概要 

イベント期間中、50レベル伝説等級ダンジョンを3種類すべてクリアするごとに「アルミラ装備20%ボックス」

を入手出来ます。「アルミラ装備 20%ボックス」はその名の通り、使用するとクラスに応じたアルミラシリー

ズ装備のうちいずれか1 つが20%の確率で出現するアイテムです。 

ぜひこの機会にインスタンスダンジョンをクリアして、アルミラ装備獲得に向けて運試しをしてみましょう！ 

 

◇「伝説の亀裂に挑め！」イベント実施期間 

2016 年11 月17 日(木)～12 月1 日(木)メンテナンス前まで 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「伝説の亀裂に挑め！イベント実施のお知らせ」はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=180 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「伝説の亀裂に挑め！イベント実施のお知らせ」はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=172 
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◆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 

© 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「新生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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