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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

新クラス「シャリングマジシャン」の近日実装を発表 

アップデート情報の一部を先行公開！ 

 

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5 月11 日（木）に新クラス「シャリングマジシャン」の近日実装を発表し、同日

新クラスのアップデート情報を一部先行公開したことをお知らせします。 
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■近日実装！新クラス「シャリングマジシャン」のアップデート情報を一部先行公開！ 

2017 年5 月11 日（木）に新クラス「シャリングマジシャン」の近日実装を発表しました。 

今回実装される新クラスは2016 年9 月に実装された新種族「シャリング」の新しいクラスです。 

アイドルの可愛らしさとは違った、魅惑的な小悪魔キャラクターが『ICARUS ONLINE』に登場します！ 

 
 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「シャリングマジシャン」の特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/Event/2017/39_ShiringMagician/ 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「シャリングマジシャン」の特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2017/39_ShiringMagician/  
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【「シャリングマジシャン」誕生の秘密】 

シャリング族は本来、女神の加護が込められた翼をもって生まれ、 

幼いころから自在に魔力を操ることができる。 

 

しかし、彼女らの中には何らかの理由で魔力を操ることができないシャリングもいた。 

「アイドル」としてハカナスの士気を高めることが誇りであった 

シャリングにとって、それは大きな苦痛であった。 

 

次第に笑顔を失っていったシャリングの前にある日 

魔神の力「魔気」を扱う組織「シャドウクラン」の団長クロウが現れ、 

彼女に新しい力を与えた。 

 

魔気を与えられたシャリングはその影響により日に日に強さを増し、 

いつしか外見や性格までもが変化していった。 

これを注視したシャドウクランの団長が国王に状況を伝えたところ、 

改めて国王はシャリングの存在を認め、彼女らを「マジシャン」と呼ぶことにした。 
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【アップデート情報一部公開】 

・キャラクター設定：おてんば少女/意地悪っ子/小悪魔 

  
 

・マジシャンはシャリング族専用クラスとなり、既存クラスであるウィザードと同様のスタッフを用いて戦闘 

  
 

  

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   

 2017/05/11 
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：稲垣/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 

5/7 

■「シャリングマジシャン」実装記念！フェローガチャ開催中 

実装を記念して、お気に入りのフェローがもらえる「フェローガチャ」を開催します。 

今回のガチャはあたり報酬として、超★激レアフェローが含まれています！ 

ガチャを回してフェローをゲットしよう！ 

 
 

【開催期間】 

2017 年5 月11 日（木）メンテナンス後～2017 年5 月25 日（木）メンテナンス前まで 

 

【出現フェローを一部紹介】 

蒼炎のスティルダ 名馬バリオス 

  
満月のヒグマ アルビノアベンヌ 

  
 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「フェローガチャ」の特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/Event/2017/38_FellowGacha/ 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「フェローガチャ」の特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2017/38_FellowGacha/
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◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「シャリングマジシャン」の特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/Event/2017/39_ShiringMagician/ 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「シャリングマジシャン」の特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2017/39_ShiringMagician/ 

◆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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