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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

プレミアムサーバーを期間限定で開放！ 

レベルアップ応援イベント実施やフェロー合成をリニューアル！ 

 

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 8 月 10 日（木）に成長速度が 2 倍になる「プレミアムサーバー」を開放しまし

た。また、同日レベルアップ応援イベントの実施やフェロー合成システムのリニューアルを実施したことをお知らせし

ます。 

 

 

  

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   

 2017/08/10 
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 

2/6 

■成長速度2 倍でラクラク育成！「プレミアムサーバー」開放！ 

2017 年8 月10 日（木）メンテナンス後より、サクサクレベルアップが可能な「プレミアムサーバー」を2 週間の

期間限定で開放しました。「プレミアムサーバー」は、成長速度が2 倍アップ！この夏に ICARUS ONLINE を始めら

れる方にピッタリのサーバーです。この機会に『イカロスオンライン(ICARUS ONLNE)』をプレイしよう！ 

 

▽サーバー稼働期間 

2017 年8 月10 日(木)メンテナンス後 ～ 8 月24 日(木)メンテナンス前まで 

 

【プレミアムサーバーとは？】 

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たサーバーです。サーバー内のキャラクターには、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ます。 

ICARUS ONLINE を起動した後、サーバー選択画面で「プレミアム」を選択することにより、プレミアムサーバーの

キャラクター作成画面へすすむことができます。 

 

適用されるワールドバフ 

プレミアムグロウ キャラクター経験値+100% /最大HP+50% 

全ての攻撃力+30% / 全ての防御力+30% 

移動速度+30% / アイテムドロップ率+200% 

フェロー捕獲ポイント90%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のフェロー再出現時間75%減少 

※次元の亀裂内部にはワールドバフ「プレミアムグロウ」は適用されません。 

 

【プレミアムサーバー参加者プレゼント】 

プレミアムサーバーで作成されたキャラクターが特定の条件を満たすことで、様々な報酬アイテムを獲得できます。 

 

▽プレゼント配布日 

2017 年8 月24 日(木)メンテナンス時 

 

【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 

※［プレミアム］伝説フェローの証ボックスは再使用時間22 時間のアイテムです。 
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▽黄金のバニーチェ 

 
 

【稼働期間終了後のサーバー移動について】 

プレミアムサーバーに作成したキャラクターは、「セラティアの手紙」という名称のアイテムを所持した状態でスタ

ートします。「セラティアの手紙」を使用すると、移動先のサーバーを選択できるクエスト「別の世界へ」を受託で

きます。クエスト「別の世界へ」は、完了後の選択報酬として「エローラサーバー移動証」または「パルナサーバー

移動証」を受け取ることができます。プレミアムサーバーの稼働終了時点でキャラクターが所持している移動証を基

に、各サーバーへ移動します。 

 

※ギルド情報やフレンドリスト等の一部データーは移行できません。 

※移動証の選択を行わなかったキャラクターは自動的に移行先サーバーの振り分けが行われます。 

 

◆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=476 

◆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=441 
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■レベルアップ応援イベント！ 

プレミアムサーバーの開放に伴い、「レベルアップ応援」イベントを開始しました。 

イベント期間中、8 月10 日(木)メンテナンス以降に作成したキャラクターが特定のレベルに到達すると、豪華な報酬

アイテムを獲得できます。この機会に新たなキャラクターをどんどん成長させよう！ 

 

▽一部報酬アイテムを紹介！ 

達成条件 アイコン アイテム名 説明 

Lv30 達成 

 

パルナの地の証ボックス パルナの地に生息するフェローの捕獲に必要なアイ

テム(限定)を獲得できます。 

Lv40 達成 

 

初心者ペットボックス 個別の出現確率に基づき、ボックスからペットを1

つ獲得できる。 

Lv50 達成 

 

伝説装備「アルミラ」シリーズ

武器&防具一式 

クラスに対応するアルミラシリーズのメイン武器と

アルミラノワール防具一式(頭/肩/胴体/手/足)を獲

得できる。 

Lv60 達成 

 

伝説装備「アルミラ」シリーズ

装身具一式 

アルミラシリーズの装身具一式(ネックレス/リング

I/リング II)を獲得できる。 

 

▽アルミラ装備の着用イメージ 

 

  

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   

 2017/08/10 
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 

5/6 

■「フェロー合成」システムをリニューアル！ 

「フェロー合成」システムを利用して獲得できるフェローが大幅にリニューアルされました！更に、一般等級以上の

フェローを合成した際に、極稀に「神聖なアルカニン」が出現します。たくさんのフェローを捕獲して、フェロー合

成に挑戦しよう！ 

 

【「フェロー合成」システムについて】 

・「フェロー合成」とは、最大レベルまで成長したフェロー同士を合成することにより、新たなフェローを獲得でき

るシステムです。 

 

▽フェロー合成システムのリニューアル内容 

リニューアル前 リニューアル後 

エローラ聖域フェローまで出現 アクラート草原フェローまで出現 

※リニューアルに伴い、一部の一般フェローが出現しないよう変更されました。 

 

▽神聖なアルカニン 

 
 

◆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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