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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

対戦型タワーディフェンスが登場！？ 

新PVPコンテンツ「主神の回廊」を実装 

 

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、2017 年 7 月13 日（木）に新 PVP コンテンツ「主神の回廊」を実装したことをお知らせ

します。 
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■タワーディフェンス感覚で楽しめる！新PVP コンテンツ「主神の回廊」を実装 

2017 年7 月13 日（木）に新PVP コンテンツ「主神の回廊」を実装しました。 

「主神の回廊」は、3 対3 のチームに分かれて戦うPVP コンテンツです。 

制限時間内に敵チームの拠点に配置されたコアクリスタルを破壊することが目的です。 

チームプレイヤーと協力して勝利を掴もう！  

 

 
 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』アップデートの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=163 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』アップデートの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=165 
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【主神の回廊】 

レベル60 から参加可能なPVP コンテンツです。 

3 対3 のチームに分かれて戦い、制限時間内に敵チームの拠点に配置されたコアクリスタルをどちらが先に破壊する

かで勝敗を分けます。 

  

  
 

 

【参加方法】 

「主神の回廊」には2 種類の参加方法があります。開催時間や報酬内容、マッチング方法が異なります。 

PVP は、次元の亀裂内「戦場ロビー」からどちらかの参加方法を選択し開始します。 

 ランキング戦 フリー戦 

開催時間 11:00～14:00/19:00～22:00 ランキング戦の開催時間外 

参加回数制限 1 日5 回まで なし 

ランクポイント変動 あり なし 

報酬アイテム 勝利：戦場コイン×10 

敗北：戦場コイン×3 

なし 

マッチング方法 自動マッチング 指定マッチング 
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▽ランクポイントとは？  

ランクポイントは、ランキング戦の勝敗に応じてプレイヤーごとに獲得できるポイントです。 

獲得したランクポイントは、「対戦相手のバランス調整」や「戦場ランキング」、「爵位ランク」の報酬を獲得する

ためのポイントになります。 

 

▽戦場コインとは？ 

戦場コインは、ランキング戦や爵位ランク、戦場ランキングで獲得できるポイントです。 

戦場コインは、「次元の亀裂」の戦場ロビー内「戦場コイン交換商店」にて、様々なアイテムと交換できます。 

 

 

クリスタル 

  
【ルール】 

・入場後から1 分経過後自陣の周辺を囲む壁が消え、対戦が開始されます。 

・対戦時間は15 分です。 

・敵チームのコアクリスタルを破壊すると、勝利します。 

※万が一決着がつかなかった場合は、多くのチームポイントを獲得したチームが勝利となります。 

 

※「主神の回廊」内では、以下の攻撃が制限されます。 

▽制限される行動 

・フェロー騎乗 

・祝福復活 

・ペットが所持している召喚スキル 

 

▽チームポイント獲得方法 

・敵プレイヤーの討伐 

・敵モンスターの討伐 

・クリスタルの破壊 

・バフモンスターの討伐 
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【勝利への鍵は「味方のモンスター」！】 

一定時間ごとに各チームの拠点に味方のモンスターが出現し、敵チームのクリスタルに向かいます。 

クリスタルが味方モンスターに攻撃している間、プレイヤーは攻撃を受けないため、多くの味方モンスターを敵陣に

引き付けることができるかが、勝利の鍵となります。 

味方モンスター 特徴 

インプ 一定時間ごとに2 体出現/攻撃頻度の高い近接攻撃を行う 

ソーサラー 一定時間ごとに1 体出現/攻撃頻度の高い遠距離攻撃を行う 

 

 

▽バフモンスター 

「主神の回廊」のマップ内に6 種類の中から2 体のバフモンスターが配置されます。 

試合開始から一定時間経過すると、バフモンスターのエリアが開放され、バフモンスターを討伐したチームのメンバ

ーには、5 分間バフ効果が付与されます。 

  
バフモンスター バフ効果 

シクラドゥン 全ての攻撃力+20%/全防御+20% 

ヘレネ 全ての攻撃力+20%/全てのクリティカル+10% 

セレネ 全防御力+50%/リキャストタイム-20% 

3 秒毎にHP2%回復 

雷霆のトニトルス 全ての攻撃力+50％ /対人攻撃力+100% 

全てのクリティカルダメージ+3500 /移動速度+40% 

破滅のラノート 全ての防御力+50% /対人防御力+80% 

クリティカルダメージ防御+3500 /移動速度+40% 

苦痛のヒノーク 全防御力+50% /回避率+20% 

対人抵抗力+60% /移動速度+40% 
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【爵位ランク】 

爵位ランクは、ランキング戦で獲得した合計ランクポイントに応じて変動します。 

爵位ランクに応じて以下のアイテムが獲得できます。 

爵位ランク 週間報酬アイテム 

公爵 戦場コイン×150 

伯爵 戦場コイン×100 

男爵 戦場コイン×70 

騎士 戦場コイン×50 

平民 戦場コイン×30 

 

 

【戦場ランキング】 

戦場ランキングは、ランキング戦の結果で獲得したランクポイントの合計に応じて、クラスごとに順位が決定しま

す。戦場ランキングは、毎週月曜日午前4 時00 分に順位が確定し、ランキングに応じた週間報酬が支給されます。 

▽報酬 

順位 アイテム 

1 位 ロンブレーン国王の最高級ボックス ・戦場コイン×500 

・エルン150 個 

・アケロン金貨ボックス×7 

2～3 位 ロンブレーン国王の高級ボックス ・戦場コイン×300 

・エルン100 個 

・アケロン金貨ボックス×5 

4～10 位 ロンブレーン国王の上級ボックス ・戦場コイン×200 

・エルン80 個 

・アケロン金貨ボックス×4 

11～30 位 ロンブレーン国王の中級ボックス ・戦場コイン×150 

・エルン50 個 

・アケロン金貨ボックス×3 

31～100 位 ロンブレーン国王の下級ボックス ・戦場コイン×100 

・エルン30 個 

・アケロン金貨ボックス×2 
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◆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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