
【ICARUS ONLINE Press Release】 

イカロス オンライン プレスリリース   

 2016/12/22 
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：宋/E-mail： pr@nhn-hangame.com 

1/11 

天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

豪華なクリスマスイベントがやってきた！ 

システムイベント「ICARUS CHRISTMAS 2016」開始！ 

そして年末年始にイカロスをたっぷり満喫するための 

応援キャンペーンも開催！ 
 

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、イベントモンスターを討伐すると豪華なアイテムを獲得することが

できるクリスマスイベント「ICARUS CHRISTMAS 2016」を2016 年12 月22 日(木)より開始しました。 
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■ハカナス城がライトアップ！「ICARUS CHRISTMAS 2016」を開始 

2016 年12 月22 日(木)から1 月5 日(木)まで、クリスマスイベントICARUS CHRISTMAS 2016」が開催さ

れます。イベント期間中は首都ハカナス城がクリスマス風景に大変身！大きなツリーやサンタクロースの飾りが

クリスマス気分を盛り上げます。 

 
 

◇クリスマスイベント「ICARUS CHRISTMAS 2016」実施期間 

2015 年12 月22 日(木)～1 月5 日(木)メンテナンス開始まで 

 

■クリスマスイベント「ICARUS CHRISTMAS 2016」のイベント内容 

◇イベント1「迷子のトナカイを探せ！」 

ハカナス城に訪れた不思議な雪だるま「スノーマン」から、イベント期間限定の特別なデイリークエストを受諾

できます。毎日迷子のトナカイを封印してスノーマンに届けよう。 
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・ 「迷子のトナカイを探せ！」のクエスト内容 

クエスト名 クエスト内容 

迷子のトナカイを探せ！ 

「遺跡のトナカイ」を捕獲して封印石に変換する 

「大角のトナカイ」を捕獲して封印石に変換する 

「黒蹄のトナカイ」を捕獲して封印石に変換する 

 

・ 「迷子のトナカイを探せ！」でもらえるクエスト報酬アイテム 

アイコン アイテム名 説明文 

 

スノーマンのプレゼント袋 

使用すると以下のアイテムを獲得 

クリスマスカード×50 / 幸せのクリスマスボックス×2 

精製されたエローラの魂×1 / ラビニ族の金貨×30 
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◇イベント2「クリスマスカードを集めよう」 

期間中、イベントモンスター「サンタラビニ」をはじめとするイベント対象のモンスターからイベントアイテム

「クリスマスカード」がドロップされます。「クリスマスカード」は使用することで一定時間のあいだ便利な効

果を得られるだけでなく、特定のNPC のもとへ持っていくことで、様々なアイテムと交換することが可能で

す。 

 

 

・ 「クリスマスカード」と交換可能なアイテム 

アイコン アイテム名 説明文 必要数 

 

幸せのクリスマスボックス 
個別の出現確率に基づき様々なアイテムか

ら1 つ獲得可能。 
50 個 

 

アルミラ20%ボックス 

(各クラス) 

個別の出現確率に基づき、以下のアイテム

のうちいずれか1 つを獲得可能。 

 

出現アイテム(全3 種) 

80% - 精製されたエローラの魂x5 

10% - アルミラノワール防具ボックス 

   (各ボックスに対応) 

10% - アルミラアンジュ防具ボックス 

   (各ボックスに対応) 

1000 個 

 

ペット：やんちゃな雪だるま 
使用すると、精鋭等級ペット 

「やんちゃな雪だるま」が獲得できる。 
200 個 
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ペット：小さな雪だるま 
使用すると、英雄等級ペット 

「小さな雪だるま」が獲得できる。 
300 個 

 

フェロー：アグナスライダー 
使用すると、英雄等級フェロー 

「アグナスライダー」が獲得できる。 
500 個 

 

フェロー：カラシャライダー 
使用すると、伝説等級フェロー 

「カラシャライダー」が獲得できる。 
1000 個 

・ 「幸せのクリスマスボックス」から出現する新規アイテム 

アイコン アイテム名 説明文 

 

聖夜の宝玉 

[着用効果] 

移動速度+20% / 最大EP+35% 

リキャストタイム -15.00% 

[聖夜のフェローセット セット効果] 

聖夜の強化蹄鉄 / 聖夜の騎獣鎧 / 聖夜の宝玉 

移動速度 +15% / リキャストタイム -15.00% 

 

聖夜の強化蹄鉄 

[着用効果] 

物理攻撃力 +34% / 物理クリティカル +20.00% 

物理クリティカルダメージ +400 

[聖夜のフェローセット セット効果] 

聖夜の強化蹄鉄 / 聖夜の騎獣鎧 / 聖夜の宝玉移動速度 

+15% / リキャストタイム -15.00% 

 

聖夜の騎獣鎧 

[着用効果] 

HP +40.00% / 全防御力 +35% / 回避率 +15% 

[聖夜のフェローセット セット効果] 

聖夜の強化蹄鉄 / 聖夜の騎獣鎧 / 聖夜の宝玉移動速度 

+15% / リキャストタイム -15.00% 

 

クリスマス武器コスチューム 
男女・クラス共に共用の武器コスチューム。 

着用しても帰属されない。 
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ルドルフ衣装 
外見変更スロット専用の男女共用コスチューム。 

着用しても帰属されない。 

 

ホワイトクリスマス帽子 
アクセサリースロット専用の男女共用アクセサリー。 

着用しても帰属されない。 

 

ブラッククリスマス帽子 
アクセサリースロット専用の男女共用アクセサリー。 

着用しても帰属されない。 

 

祝福された冒険の守り 
フェロー冒険を行うフェローにセットすることで、該当フェ

ローが冒険から即座に帰還します。 

 

55 レベル英雄HP 秘薬 
55 レベル英雄HP 秘薬を製作するためのレシピ。 

右クリックし、使用すると製作リストに登録されます。 

▼着用イメージ 
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・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 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「ICARUS CHRISTMAS 2016 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=185 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「ICARUS CHRISTMAS 2016 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=177 
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■年末年始応援キャンペーン 

年末年始にかけて、ICARUS ONLINE をたっぷり満喫してもらうために「新たにプレイされる方」と「久しぶ

りにプレイされる方」を対象とした「新米騎士応援&復帰騎士応援」キャンペーンを開催いたします！冒険に役

立つアイテムをたくさんご用意いたしましたので、年末年始は是非ICARUS ONLINE をプレイしましょう！ 

 

◇「年末年始応援キャンペーン」開催期間 

2016 年12 月22 日(木)メンテナンス後 ～ 2017 年1 月5 日(木)メンテナンス前まで 

 

▼「新米騎士応援キャンペーン」対象 

期間中に初めてICARUS ONLINE を起動したアカウント 

 

◇「新米騎士応援キャンペーン」のプレゼントアイテム 

アイテム名 個数 説明文 

フェロー：炎竜アグナス 1 
使用すると英雄等級の空中フェロー「炎竜アグナス」が獲得でき

ます。 

フェロー：ライルード 1 
使用すると精鋭等級の地上フェロー「ライルード」が獲得できま

す。 

24 スロットかばん 1 装着すると、かばんが24 スロット拡張されます。 

補助ブースター(30 日) 1 

30 日間、以下の効果を得られます。 

リキャストタイム -10%/フェロー経験値+50%/ドロップ率 

+20% 

希望のブースター(7 日) 1 
7 日間、以下の効果を得られます。 

HP +1000/全ての攻撃力+5%/全ステータス +10 

[移動]肩乗りフェネ(15 日) 1 
男女共用肩アクセサリー。15 日間、以下の効果を得られます。 

移動速度+50%/フェロー移動速度+20% 

ホワイトクリスマス(30 日) 1 

キャラクターの外見を変更することができる男女共用コスチュー

ム。30 日間、以下の効果を得られます。 

フェロー経験値+100% 

封印されたヨルムンゼントの

成長型ボウガン 
1 

使用すると「ヨルムンゼントの成長型ボウガン」を獲得すること

ができる。 
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▼「復帰騎士応援キャンペーン」対象 

2016 年11 月24 日(木)メンテナンス後 ～ 2016 年12 月22 日(木)メンテナンス前までの間、 

一度もICARUS ONLINE を起動していなかったアカウント 

 

◇「復帰騎士応援キャンペーン」のプレゼントアイテム 

アイテム名 個数 説明文 

伝説フェローの証パッケージ 1 

使用することで、伝説等級フェローの捕獲に必要なアイテムが獲

得できる。 

・ハミオンの証(限定) x1 個 

・カリプトの証(限定) x1 個 

・デモナスの証(限定) x1 個 

エルン100 個ボックス 1 
使用すると、ゲーム内において様々な場面で 使用することができ

るアイテム「エルン」が 100 個手に入るボックスです。 

補助ブースター(30 日) 1 

30 日間、以下の効果を得られます。 

リキャストタイム -10%/フェロー経験値+50%/ドロップ率 

+20% 

希望のブースター(7 日) 1 
7 日間、以下の効果を得られます。 

HP +1000/全ての攻撃力+5%/全ステータス +10 

ネコチャチャ(7 日) 1 

男女共用肩アクセサリー。7 日間、以下の効果を得られます。 

攻撃成功時、3%の確率で発動され、10 秒の間物理攻撃力及び魔

法攻撃力増加/HP+1000/キャストタイム -5.00% 

女神の翼(7 日) 1 

男女共用背中アクセサリー。7 日間、以下の効果を得られます。 

全ての攻撃力 +150/全てのクリティカル率 +5.00％/全ステータ

ス +30 

クリスタル武器 

コスチューム(7 日) 
1 

男女・クラス共に共用の武器コスチューム。7 日間、以下の効果

を得られます。 

全ての攻撃力+50/HP+300 

ホワイトクリスマス(30 日)  

キャラクターの外見を変更することができる男女共用コスチュー

ム。30 日間、以下の効果を得られます。 

フェロー経験値+100% 

ポータル自由利用券(7 日)  使用すると、活性化済みのポータルに移動することができます。 
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ラビニ族の銀貨x300  

使用すると「ラビニ族の銀貨」が300 個手に入るパッケージアイ

テムです。入手した「ラビニ族の銀貨」は、特定のNPC のもとで

様々なアイテムと交換することができます。 

ラビニ族の金貨x30  

使用すると「ラビニ族の金貨」が30 個手に入るパッケージアイ

テムです。入手した「ラビニ族の金貨」は、特定のNPC のもとで

様々な装備と交換することができます。 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「年末年始応援キャンペーン開催のお知らせ」はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=186 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「年末年始応援キャンペーン開催のお知らせ」はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=178 

 

◆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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