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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

サーバー間対人バトル勃発！ 

新地域「アケロン無法地帯」を開放 

さらに、新伝説等級装備「テリオ」シリーズ実装 
 

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、サーバー間で戦闘ができる新地域「アケロン無法地帯」を開放しま

した。また同日、新伝説等級装備「テリオ」シリーズや4 種類の新英雄等級装備シリーズを実装したことをお知

らせします。 
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■新地域「アケロン無法地帯」を開放！ 

「アケロン無法地帯」は、レベル40 以上のキャラクターのみ進行できる地域です。 

エクサラン無法地帯の「共同墓地」から移動できます。 

「アケロン無法地帯」はサーバー間闘争のエリアとなり、一部の安全地帯以外で他サーバーのキャラクターへ攻

撃ができます。 

また、「アケロン無法地帯」では地域デバフ「魔気」が発生しているため、抵抗を持たないフェローは最大気力と

移動速度が減速します。 

 

【地域デバフ「魔気」】 

アイコン スキル名 スキル効果 

 

魔気 魔神のオーラの影響によって能力値が減少される。 

（適用効果） 

・最大EP70％減少 

・移動速度20％減少 

 

【登場フェロー】 

アケロン無法地帯に生息するフェローの多くは冒険者の行動を妨害するスキルを持っています。 

他のプレイヤーに妨害を与える可能性もあるため、捕獲に挑戦する際は、たくさんの仲間を集めて万全の態勢で

挑もう！ 

また、一部のフェローは、一定確率で「不屈フェロー」として出現します。 

不屈のフェローは捕獲できませんが、通常のフェローとは異なるドロップアイテムを獲得することができます。 
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激怒のアティラ 支配のヌシリス 

  
 

憎悪のカロン 

 

 

【地下迷宮】 

アケロン無法地帯には、「燃える宝物庫」や「煉獄」と呼ばれる「地下迷宮」への入り口が複数存在します。 

迷宮の中には、フェロー騎乗しての飛行ができず、視野も限られており、他者の行動を予測することが困難です。 

謎多き迷宮で、 他サーバーのプレイヤーとの心理戦を楽しもう！ 
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【ネームドモンスター】 

アケロン無法地帯には、「マスターアイ」や「バンデケン」、「破滅のラノート」、「苦痛のヒノーク」などのネーム

ドモンスターが存在します。また、ネームドボスとの戦闘中にも、他のプレイヤーから急襲される可能性もある

ので、今までとは違う緊張感に包まれたバトルを楽しもう！ 

バンデケン マスターアイ 

  
 

苦痛のヒノーク 
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■新伝説等級装備「テリオ」シリーズと4 種類の新英雄等級装備シリーズを実装！ 

オレンジ色のラインが特徴的な伝説等級装備の「テリオ」シリーズと英雄等級装備「デプス」「アビス」「ジェ

ノス」「魔石支配者」シリーズの4 種類を実装しました。 

アケロン無法地帯では欠かせない優秀な装備を手に入れよう！ 

 

【伝説等級装備の「テリオ」シリーズ】 

「テリオ」シリーズは「アケロン金貨」との交換や、英雄等級装備「ジェノス」シリーズを材料に使用すること

で製作が成功します。 

装備すると、ボウガン襲撃ダメージの減少やクリティカル防御の増加など、対人戦闘には欠かせない能力を大幅

に強化してくれます。 

アサシン レンジャー 

  
 

【英雄等級装備シリーズ】 

「デプス」「アビス」「ジェノス」シリーズは、アケロンコインやアケロン金貨との交換や、製作により獲得す

ることができます。各装備を装着した状態でのみ、捕獲に挑戦できるフェローが存在します。 

「魔石支配者」シリーズは、「アケロン魔石争奪戦」の報酬や「ジェノス」シリーズを材料とした製作で獲得で

きます。 
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一部の英雄等級装備をご紹介！ 

▽「ジェノス」シリーズ 

ウィザード レンジャー 

  

 

 

■PVP 地域バトル「アケロン魔石争奪戦」 

「魔石争奪戦」はPVP 地域「アケロン無法地帯」にて毎月開催されるPVP コンテンツです。 

開始時刻に「アケロン無法地帯」のどこかに出現するオブジェクト「バンタラ魔石」を獲得して、トリックの酒

場に運ぶことで勝利できます。 

 

【開催時間】 

毎月第2 日曜日：21 時00 分～23 時00 分の2 時間 

 

【参加方法】 

あらかじめ特定のクエストを受託している必要があります。 

クエストは「アケロン無法地帯」のトリックの酒場のNPC「バンタラ魔石監視者」より受託できます。 

※「魔石争奪戦」の開催期間中に「アケロン無法地帯」に侵入したキャラクターは自動的にクエストが受託され

ます。 

※クエストを受託していない場合は、「バンタラ魔石」を獲得する動作が行えません。 
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▽NPC「バンタラ魔石監視者」 

  
 

【流れ】 

・その1：「魔石」を見つけ出せ！ 

開催時間になると、「アケロン無法地帯」のどこかに「バンタラ魔石」が出現します。 

マップ上に「バンタラ魔石」の現在地が表示されるので、誰よりも早く向かいましょう。 

 

・その2：トリックの酒場のNPC「バンタラ魔石監視者」のもとへ魔石を運べ！ 

「バンタラ魔石」を獲得後、所持している間はクエストを達成している状態になります。 

他プレイヤーに倒されないよう急いでゴール地点であるトリックの酒場のNPC「バンタラ魔石監視者」へクエス

ト完了の報告をしましょう。完了報告に成功したプレイヤーが、勝者となります。 

 

(魔石の奪還方法) 

他のプレイヤーに魔石を先取りされた場合は、魔石の所持者を死亡状態にすることで魔石を奪還できます。 
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▽「バンタラ魔石」 

魔石は15 分間所持できます。 

所持中のキャラクターには、特別なバフ効果が適用され、ステータスが大幅アップします。 

しかし、その強力な力の代償として、移動速度の減少やフェロー召喚ができないなどの制限が付与されます。 

バフ 所持効果 

 

魔石のオーラ ・HP 最大50,000 増加 

・全ての防御力70％増加 

・対人抵抗率40％増加 

・クリティカルダメージ防御2,000 増加 

・移動速度-80％ 

・フェロー召喚/アイテム使用/戦闘/ポータル利用/エリア移動不可 

 

【勝利者報酬】 

・クエスト「【総合】【個人】バンタラ魔石争奪戦」報酬 

アイテム名 取引 説明 

 

アケロン征服者の武器

コスチューム（6 日） 

不可 着用すると外見を変更できる男女兼用武器コスチュームです。 

（着用効果） 

・対人攻撃力+7.00％ 

・対人防御力+7.00％ 

・対人抵抗力+3.00％ 

 

称号「アケロンを支配す

る者」 

不可 （着用効果） 

・全てのクリティカルダメージ+330 

・クリティカル防御+140 

・対人攻撃力+5.00％ 
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・クエスト「【総合】バンタラ魔石争奪戦」報酬 

アイテム名 取引 説明 

 

アケロン支配者の武器

コスチューム（6 日） 

不可 着用すると外見を変更できる男女兼用武器コスチュームです。 

（着用効果） 

・対人攻撃力+3.00％ 

・対人防御力+3.00％ 

・対人抵抗力+1.00％ 

 

フェロー：盲目のデリタ

ス（6 日） 

不可 伝説等級フェロー「盲目のデリタス（6 日）」を獲得できる。 

 

・勝利サーバー報酬 

魔石争奪戦に勝利したサーバーには、勝利報酬として「サーバーバフ」が13 日間適用されます。 

サーバーバフ 所持効果 

 

サーバーの名誉 ・全ての攻撃力7％増加 

・全ての防御力7％増加 

・ギルドポイント獲得量50％増加 

・捕獲成功率5％増加 

・移動速度10％増加 

・委託販売登録費用20％減少 

・委託販売手数料20％減少 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』アップデート詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=143 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』アップデート詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=145 

◆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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