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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

新クラス シャリング族専用「マジシャン」を実装！ 

実装記念「プレミアムサーバー」をオープン 

 

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25 日（木）にシャリング族専用の新クラス「マジシャン」を実装しました。

また、同日新クラス実装を記念して、成長速度が2 倍になる「プレミアムサーバー」をオープンしたことをお知らせし

ます。 
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■シャリング族専用 新クラス「マジシャン」を実装！ 

2017 年5 月25 日（木）にシャリング族専用の新クラス「マジシャン」を実装しました。 

実装に伴い、「シャリングマジシャン」の特設サイト内アップデート情報を更新しました。 

「マジシャン」は、アイドルとは異なり、闇魔法と光魔法を操る小悪魔キャラです。 

新クラスで『ICARUS ONLINE』をお楽しみください！ 

 
 

◆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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【コンセプト】 

 
 

・マジシャンの装備 

ウィザードと同様、両手持ちの「スタッフ」を武器に、防具は「エレメント」シリーズを装備できます。 

 

・闇魔法と光魔法 

闇魔法と光魔法のスキルを使用して攻撃します。 

闇魔法：魔気を消費して発動。 

出血ダメージや硬直、移動速度減少など、状態異常を与える効果が付与されている。 

光魔法：消費した魔気の回復や、敵を妨害できる。 

 

・移動 

移動しながら、スキルの詠唱や発動が得意です。 

また、「空中でのジャンプ」や「前後方へのステップ」ができる移動スキルを所持しているため、敵の攻撃を避けな

がら攻撃できます。 
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■新クラス実装記念！成長速度2 倍&新規様おすすめ「プレミアムサーバー」オープン！ 

実装を記念して、サクサクレベルアップが可能な「プレミアムサーバー」を期間限定でオープンしました。 

「プレミアムサーバー」では、成長速度が2 倍アップ！これから始められる方や「シャリングマジシャン」でプレイ

される方におすすめです。この機会に『イカロスオンラン(ICARUS ONLNE)』をプレイしよう！ 

 

 
 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』プレミアムサーバーの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=1&seq=430 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』プレミアムサーバーの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=11&seq=398 

 

【プレミアムサーバーとは？】 

「マジシャン」の実装に合わせてプレミアムサーバーを開放しました。 

プレミアムサーバーでは、新しく作成したキャラクターの成長と強化の支援を目的とし、サーバー内のキャラクター

は獲得経験値やアイテムドロップ確率等が大幅に上昇するワールドバフが常時適用されるため、新たに「マジシャ

ン」を始めるサーバーとしておすすめです。 

 

【サーバー稼働期間】 

2017 年5 月25 日（木）メンテナンス後～2017 年6 月8 日（木）メンテナンス前まで 
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適用されるバフ 

マジシャンズグロウ ・キャラクター経験値+100％ 

・全ての攻撃力/防御力+30％ 

・最大HP+50％ 

・移動速度+10％ 

・アイテムドロップ率+180％ 

・フェロー捕獲ポイント60％減少 

・フェロー経験値200％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75％減少 

※ゲーム内のワールドバフ表記の一覧には含まれていませんが、「エローラ聖域までの英雄等級以上フェロー再出現

時間75%減少」はサーバー全体で適用されます。 

※プレミアムサーバー内では「マジシャンズグロウ」とシャリングマジシャン実装記念のワールドバフ「マジシャン

降臨」が適用されます。 

※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「マジシャンズグロウ」は適用されませんが、シャリ

ングマジシャン実装記念ワールドバフ「マジシャン降臨」は適用されます。 

 

【サーバー限定参加者プレゼント！】 

条件 アイテム 

キャラクター作成 フェロー：黄金のバニーチェ 

レベル60 達成 ［プレミアム］伝説フェローの証ボックス×10 個 

 

▽黄金のバニーチェ 
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■新クラス実装記念 豪華報酬がたっぷりもらえるイベントが続々開催！ 

実装を記念して、冒険に役立つゲーム内アイテムがもらえるイベントを開催しました。 

今から始められる方やこの機会に『ICARUS ONLINE』を久しぶりにプレイされる方におすすめイベントも開催中で

す！この機会に、プレイしよう！ 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』イベントの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=248 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』イベントの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=238 

 

 

▽イベント概要 

・マジシャン降臨ワールドバフ 

・出席チェック 

・コスチュームデザインコンテスト 

・レベルアップ応援イベント 

・新米騎士応援&Re:START キャンペーン 

Etc. 
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・マジシャン降臨ワールドバフ 

イベント期間限定でサーバー全体に特別な「マジシャン降臨ワールドバフ」が適用されます！レベルアップをサポート

してくれるこの機会に、ぜひプレイしよう！ 

 

▽マジシャン降臨ワールドバフ 

バフ名 効果 

マジシャン降臨 ・モンスターからのアイテムドロップ率20%増加 

・ギルド獲得経験値200%増加 

・移動速度20%増加 

・必要捕獲ポイント30%減少 

・委託販売/登録費用20%減少 

 

・出席チェックイベント 

期間中から初めてログインすると、ログイン報酬アイテムをプレゼント！ 

 

【アイテムを一部紹介】 

アイテム 

 

光のハミオン 

 

光のロデッシュ 

 

光のルネリオン 
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・レベルアップ応援イベント 

イベント期間中に作成したキャラクターが特定のレベルまで達成すると、各達成レベルに応じたアイテムをプレゼン

ト！ 

 

▽レベル50 達成 

アイテム 

 

［各クラス対応］アルミラ武器ボックス 

 

［各クラス対応］アルミラノワール防具一式 

 

▽レベル60 達成 

アイテム 

 

封印されたアルミラネックレス 

 

封印されたアルミラリングⅠ 

 

封印されたアルミラリングⅡ 

 

補助ブースター（7 日） 
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・新米騎士応援&Re:START キャンペーン 

 
 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「新米騎士応援&Re:START キャンペーン」の特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/Event/2017/40_ReStart/ 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「新米騎士応援&Re:START キャンペーン」の特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2017/40_ReStart/ 

 

 

【開催期間】 

2017 年5 月25 日（木）メンテナンス後～2017 年6 月15 日（木）メンテナンス前まで 

 

【対象者】 

・新米騎士応援：期間中に初めて『ICARUS ONLINE』をプレイしたアカウント 

・Re:START：2017 年4 月27 日（木）メンテナンス後～5 月25 日（木）メンテナンス前までの間、一度も

『ICARUS ONLINE』を起動しなかったアカウント 
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【アイテムを一部紹介】 

・新米騎士応援 

アイテム 

 

［移動］肩乗りフェネ（15 日） 

 

封印されたヨルムンゼントの成長型ボウガン 

 

・Re:START 

アイテム 

 

エルン100 個ボックス 

 

女神の翼（7 日） 

 

 

◆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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