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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

「2nd Anniversary」記念イベント開催！ 

さらに、近日実装のアップデート情報先行公開 
 

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、2017 年4 月28 日（金）に正式サービス2 周年を迎えます。それに

伴い、2017 年 4 月20 日（木）より 2 周年を記念したイベントを開催しました。また同日、近日実装されるア

ップデート情報を先行公開したことをお知らせします。 
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■「2nd Anniversary」記念イベント開催！ 

2017 年4 月20 日（木）より、2017 年4 月28 日（金）の『ICARUS ONLINE』の正式サービス2 周年を記念

して、お得なアイテムが獲得できる様々なイベントを開催しました。 

冒険に役立つアイテムをゲットしよう！！！ 

 
 

▽イベント概要 

・2 周年記念3 大キャンペーン 

（新米騎士応援/Re:START/情報拡散キャンペーン） 

・クリエイターコンテスト 

・第2 回「フェロー総選挙」 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』イベントの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/Event/2017/35_2ndAnniversary/ 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』イベントの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2017/35_2ndAnniversary/ 
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(2 周年記念3 大キャンペーン) 

・新米騎士応援 

期間中に、はじめて『ICARUS ONLINE』をプレイされた方へアイテムをプレゼント！ 

 

【開催期間】 

2017 年4 月20 日（木）メンテナンス終了後～2017 年5 月11 日（木）メンテナンス前まで 

【アイテム内容】 

アイテム 個数 

 

アイドルのコスチュームボックス 1 

 

フェロー：ライルード 1 

 

補助ブースター（7 日） 1 

 

［移動］肩乗りフェネ（15 日） 1 

※その他にも冒険に役立つアイテムがたくさんもらえます！ 

 

・Re:START 

期間中に、久しぶりに『ICARUS ONLINE』をプレイされた方へアイテムをプレゼント！ 

なんと！伝説フェロー「光のルネリオン」がもらえちゃう！今すぐ再プレイしよう！ 

 

【開催期間】 

2017 年4 月20 日（木）メンテナンス後～2017 年5 月11 日（木）メンテナンス前まで 

【対象者】 

2017 年3 月30 日（木）メンテナンス後～2017 年4 月20 日（木）メンテナンス前までの間、一度も起動し

ていなかったアカウント 
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【アイテム内容】 

アイテム 個数 

 

フェロー：光のルネリオン 1 

 

フェロー：光のロデッシュ 1 

※その他にも冒険に役立つアイテムがたくさんもらえます！ 
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■近日実装アップデート情報先行公開！ 

『ICARUS ONLINE』の正式サービス2 周年を記念して、2017 年4 月27 日（木）メンテナンス後より、成長

速度2 倍！期間限定「プレミアムサーバー」開設および、新インスタンスダンジョン「赤い革命団基地」実装情

報を公式サイトにて先行公開しました！有益な情報を事前にチェックしよう！ 

 

・期間限定「プレミアムサーバー」 

キャラクターの成長速度が大幅アップする期間限定サーバーです。「プレミアムサーバー」でもらえる限定特典も

たくさんあります。この機会にサクサクレベルをアップして、冒険を楽しもう！ 

 
【サーバー稼働期間】 

2017 年4 月27 日（木）メンテナンス後～2017 年5 月11 日（木）メンテナンス前まで 

【限定特典】 

・特典1：サーバー限定ワールドバフ 

適用されるバフ 

・キャラクター経験値増加 

・全ての攻撃力/防御力増加 

・最大HP 増加 

・移動速度増加 

・アイテムドロップ率増加 

・フェロー捕獲ポイント減少 

・フェロー経験値増加 

・「エローラ聖域」までの英雄等級以上フェローの再出現時間減少 

※次元の亀裂内部ではプレミアムサーバー限定ワールドバフは適用されません。 
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・特典2：サーバー限定出席チェックイベント 

期間中に、ゲーム内に一定時間ログインを行うことでサーバー稼働時間終了後、既存のサーバーに移行した後も

使用できる装備アイテムをプレゼント！ 

条件 アイテム名 

1 日目 

 

ICARUS スターティングパッケージ 

2 日目 

 

エルン100 個ボックス 

3 日目 

 

ICARUS ブースターパッケージ 

4 日目 

 

アルミラ武器ボックス 

※プレミアムサーバー限定出席チェックイベントで獲得できるアイテムはすべて個人取引不可アイテムです。 

 

・特典3：サーバー参加者プレゼント 

「プレミアムサーバー」にキャラクターを作成され方は、参加者限定フェローをプレゼント！さらに、期間中に

キャラクターレベルを 60 まで達成された方には、既存サーバー移行後も使用できる防具、装身具一式をプレゼ

ント！ 

条件 アイテム名 

「プレミアムサーバー」にキャラクターを作成 

 

フェロー：黄金のバニーチェ 

レベル60 達成  

アルミラノワール防具一式 

 

アルミラ装身具一式 

 

【アイテム配布日】 

2017 年5 月11 日（木）メンテナンス時 
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・新インスタンスダンジョン「赤い革命団基地」 

「赤い革命団基地」は非常に強力な敵が根城にしており、最奥はおろか、最初に待ち構えるボスモンスターです

らたどり着くのが困難な難易度の高いダンジョンです。強力な敵の軍団を前に、どこまで立ち向かえるか！ 

特徴 

   
ダンジョンの要所には、各 1 体、計 7

体のボスモンスターが存在する。 

強力なモンスターや要所を守るボスた

ちを打倒し、基地内に隠された様々な

アイテムを入手しながら進む必要があ

る。 

魔神ゼルナリスの力を封じ込めた神話

等級「魔神ゼルナリス」シリーズは、赤

い革命団がその製法を独占しているら

しい。 

 

ボスモンスター 

ブルマックタイマン 虐殺者ジェノン エルファ 
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■初の等身大ペットが登場！  

2017 年4 月20 日（木）に実装されたランダムボックスより、初の等身大ペット「クロウ」が登場します。 

「クロウ」は『ICARUS ONLINE』のストーリー内でも重要な登場人物です！ 

 

【獲得方法】 

・「シャドウクラウンの幸運ボックス」から獲得できます。 

 

【一部スキル詳細】 

伝説等級ペット「クロウ」 

 
 スキル名 最大レベル 効果 

パッシブスキル 

 

魔力増強 

1 

クロウを召喚した状態でのプレイヤーの攻撃成功

時に5％の確率で以下の効果を発動 

・45 秒間全攻撃力+3％ 

・45 秒間全防御力+5％ 

 

絶大な魔力 

1 

クロウ団長の魔力によりキャラクターのステータ

スが上昇 

・全攻撃力+45％ 

・全防御力+25％ 

・クリティカル防御率突破+15％増加 

・全ステータス制限+100 増加 

アクティブスキル 

 

魔力補助 

1 

クロウの魔力補助によりキャラクターの HP が

50％以下になると、HP を15000 回復 
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◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』特設サイトの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/Event/2017/35_2ndAnniversary/ 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』特設サイトの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2017/35_2ndAnniversary/ 

◆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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