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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

新地域「アクラート草原」を追加！ 

レベルキャップ解放やキャラクター覚醒 

スキル追加などの、大型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、新地域「アクラート草原」の追加や新フェローの追加、 

さらにレベルキャップの解放が行われる大型アップデートを2017 年1 月19 日（木）に実施しました。 
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■新地域「アクラート草原」 

アクラート草原は枯木に囲われた「草原」の名に似つかわしくない荒れ地のような地域です。 

かつては青々とした草原が広がる豊かな地域であったものの、汚染のベノティエや天罰のハデスといった強大な

力を持つフェローたちの影響で荒廃してしまいました。 
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◇「アクラート草原」に登場するフェロー 

「アクラート草原」には、過去に豊かだった草原の野生動物たちや、汚染の源となった「汚染のベノティエ」な

どのフェローたちが登場します。 
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◇「アクラート草原」のネームドモンスター 

アクラート草原には、「冷血のヘロティック」、「大食いのベルレト」、「猜忌のイゲアタン」、「憤怒のジャタン」、

「驕慢のマリッパー」、「貪欲なハーモン」の計6 体のフィールドネームドモンスターが存在しています。 

各ネームドモンスター撃破時にドロップするアイテムは、アクセサリーをはじめとする様々なアイテムが用意さ

れています。 
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■新インスタンスダンジョン「エルダーの空中要塞」 

「アクラート草原」の空中に浮かぶ巨大な要塞では、ハカナス城の国王ロンブレーン三世の弟であるエルダー公

爵が兄への下剋上のための計画を虎視眈々と進めていると噂されています。 
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■レベルキャップ解放と新スキル追加 

今回の大型アップデートではレベル上限が55 から60 まで解放され、新たに各クラス / 騎乗用のスキルが追加

されました。 

◇追加されるスキルの一部 

クラス パッシブスキル 覚醒スキル 

バーサーカー 

 

凶暴超越 

 

[覚醒]不屈の闘士 

ガーディアン 

 

剣の魂 

 

[覚醒]守護の指揮 

アサシン 

 

刃保護 

 

[覚醒]コロシモの影 

プリースト 

 

証の魂 

 

[覚醒]属性の真理 

ウィザード 

 

光と影 

 

[覚醒]エローラの進行 

レンジャー 

 

魔気の呪い 

 

[覚醒]シャドウの誇り 

アイドル 

 

愛嬌の定石 

 

[覚醒]純粋の時代 

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   

 2017/1/19 
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 

7/12 

■キャラクター覚醒 

今回のアップデートより新登場した「キャラクター覚醒」システムでは、ある特殊なクエストを達成することに

より覚醒特性を装着できるようになります。 

覚醒を行うと、基本ステータスや特性に応じてキャラクターの能力値が向上します。 

また、覚醒特性を装着すると、各クラスに応じた覚醒スキルを習得でき、特性力を消費することによって覚醒ス

キルを使用でき、覚醒スキル使用時には特別なエフェクトが発生します。 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』大型アップデート 「アクラート草原」特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/Event/2017/32_Update/ 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』大型アップデート 「アクラート草原」特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2017/32_Update/ 
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■アクラート草原実装記念3 大キャンペーン！ 

大型アップデート「アクラート草原」の実装を記念して、「新米応援騎士キャンペーン」「復帰者支援 

Re:START キャンペーン」「アップデート情報拡散キャンペーン」の3 つのキャンペーンを実施中！ 

 

◇「新米騎士応援キャンペーン」開催期間 

2017 年1 月12 日(木)メンテナンス後 ～ 2017 年2 月9 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 

伝説フェローの証パッケージ 1 
使用すると、伝説等級フェロー「アイシャハミオン」「極炎カリプ

ト」「暗黒デモナス」の捕獲に必要なアイテムを獲得できます。 

フェロー:ずる賢いチャッピー 1 
使用すると精鋭等級の地上フェロー「ずる賢いチャッピー」を獲

得できます。 

フェロー：飛翔のエビティア

(30 日) 
1 

使用すると、英雄+等級の飛行フェロー「飛翔のエビティア(30

日)」を獲得できます。 

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 

使用すると「補助ブースター(30 日)」を獲得できます。 

[所持効果] 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 

使用すると「希望のブースター(7 日)」を獲得できます。 

[所持効果]  HP +1000 全ての攻撃力 +5% 

全ステータス +10 

女神の翼(7 日) 1 

使用すると背中アクセサリー「女神の翼(7 日)」を獲得できます。 

[着用効果] 全ての攻撃力 +150 全ステータス +30 

全てのクリティカル率+5.00％ 

[移動]肩乗りフェネ(15 日) 1 
肩アクセサリー「[移動]肩乗りフェネ(15 日)」を獲得できます。 

[着用効果] 移動速度 +50% フェロー移動速度 +20% 

アイドルの 

コスチュームボックス 
1 

特定の外形変更コスチュームのうちいずれか一つを獲得できま

す。 

封印されたヨルムンゼントの

成長型ボウガン 
1 

使用すると英雄等級の騎乗武器「ヨルムンゼントの成長型ボウガ

ン」を獲得できます。 
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◇「Re:START キャンペーン」開催期間 

2017 年1 月12 日(木)メンテナンス後 ～ 2017 年2 月9 日(木)メンテナンス前まで 

 

▼「Re:START キャンペーン」対象 

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

 

◇「Re:START 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 
使用すると、伝説等級フェロー「アイシャハミオン」「極炎カリプ

ト」「暗黒デモナス」の捕獲に必要なアイテムを獲得できます。 

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」を100 個獲得できます。 

補助ブースター(30 日) 1 

使用すると「補助ブースター(30 日)」を獲得できます。 

[所持効果] 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 

使用すると「希望のブースター(7 日)」を獲得できます。 

[所持効果]  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 

使用すると「ネコチャチャ(7 日)」を獲得できます。 

[着用効果]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 

使用すると背中アクセサリー「女神の翼(7 日)」を獲得できます。 

[着用効果] 全ての攻撃力 +150 全ステータス +30 

全てのクリティカル率+5.00％ 

クリスタル武器 

コスチューム(7 日) 
1 

「クリスタル武器コスチューム（7 日）」を獲得できます。 

 [着用効果] 全ての攻撃力+50/HP+300 

ラビニマン(30 日) 1 
使用するとコスチューム「ラビニマン(30 日)」を獲得できます。 

[着用効果]  フェロー経験値+100% 

ポータル自由利用券(7 日) 1 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。 

フェロー：飛翔のエビティア

(30 日) 
1 

使用すると、英雄+等級の飛行フェロー「飛翔のエビティア(30

日)」を獲得できます。 
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ラビニ族の金貨x100 1 

使用すると「ラビニ族の金貨」が100 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。 

精製されたエローラの魂x30 1 
「精製されたエローラの魂」は、伝説等級装備「アルミラ」シリ

ーズの製作材料として使用できます。 

封印されたアルミラボウガン 1 
使用すると伝説等級の騎乗武器「アルミラボウガン」を獲得でき

ます。 

 

◇「情報拡散キャンペーン」開催期間 

2017 年1 月12 日(木)メンテナンス後 ～ 2017 年2 月2 日(木)メンテナンス前まで 

 

▼「情報拡散キャンペーン」対象 

特設ページにて拡散期間中に「Twitter で拡散！」または「Skype で拡散！」を1 度でも行ったアカウント 

 

◇「情報拡散キャンペーン」のプレゼントアイテム 

アイテム名 個数 説明文 

エルン50 個ボックス 1 
使用すると、ゲーム内にて様々な用途に利用できるアイテム「エ

ルン」を50 個獲得できます。 

 

さらに、イベント期間中にTwitter/Skype でアクラート草原のアップデート情報が拡散された総数に応じて、追

加アイテムも報酬としてプレゼント！ 

こちらは情報拡散を行った方のみが貰えるアイテムとなりますので、 

ぜひ、沢山のお友達に情報を拡散して豪華なアイテムをゲットしましょう！ 

拡散数 アイテム名 個数 説明文 

500 
エルン30 個 

ボックス 
1 

使用すると、ゲーム内にて様々な用途に利用できるアイテム「エ

ルン」を30 個獲得できる。 

1500 
ラビニの召喚書 

セットパッケージ 
1 

使用すると以下のアイテムをすべて獲得できます。 

召喚書:委託販売仲介人(15 日) x1 個 

召喚書:倉庫番(15 日) x1 個 

召喚書:郵便屋さん(15 日) x1 個 

2000 
フェロー完全成長 

のポーション 
1 

フェローに使用すると該当フェローが完全に成長するほどの 

経験値を獲得できるポーション。 
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2500 
伝説フェローの証 

パッケージ 
1 

使用すると、伝説等級フェロー「アイシャハミオン」「極炎カリ

プト」「暗黒デモナス」の捕獲に必要なアイテムを獲得できます 

3000 

50 レベル 

伝説製錬石 

ランダムボックス 

1 

使用すると以下のアイテムのうちいずれか1 つを獲得できる。 

50 レベル伝説武器製錬石 x1 個 

50 レベル伝説防具製錬石 x1 個 

50 レベル伝説装身具製錬石 x1 個 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』アクラート草原実装記念３大キャンペーン特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/Event/2017/32_Update/?campaign 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』アクラート草原実装記念３大キャンペーン特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2017/32_Update/?campaign 

 

◆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/ 

  

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://icarus.gamecom.jp/Event/2017/32_Update/?campaign
http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2017/32_Update/?campaign
http://icarus.gamecom.jp/
http://icarus.hangame.co.jp/


【ICARUS ONLINE Press Release】 

イカロス オンライン プレスリリース   

 2017/1/19 
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 

12/12 

■『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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