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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

～大型アップデート「ツリムラン大渓谷」を9月14日に実装～ 

レベルキャップ開放に新地域、そして新装備も登場！ 

アップデート記念「3大キャンペーン」を開催！ 

 

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、新地域実装および、レベルキャップが開放される大型アップデート「ツリムラン大渓谷」を

2017 年 9 月 14 日(木)に実施すると発表しました。また、アップデートを記念して、新規・復帰・既存プレイヤーそ

れぞれを対象とした「3 大キャンペーン」を開催したことをお知らせします。 
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■大型アップデート「ツリムラン大渓谷」を9 月14 日に実施 

レベルキャップ開放に新地域も登場する大型アップデート「ツリムラン大渓谷」を、2017 年 9 月 14 日(木)に実施す

ると発表しました。当アップデートでは、新地域が登場。アップデート名でもある「ツリムラン大渓谷」地域には昆虫

軍団が潜んでいるという。このほか、新装備である「テマイン」シリーズの実装や、新規フェローの多数実装など、ボ

リューム一杯のアップデート内容を予定しています。 

 

■「ツリムラン大渓谷」アップデート概要 

・レベルキャップ開放：60 ⇒ 67 

・新スキル実装：レベル67 までに取得可能な各クラススキルの実装 

・マップ追加：新マップ1 種追加「ツリムラン大渓谷」マップ実装 

・新ダンジョン実装：「古竜の墓」(入場レベル62 以上)  

・新装備シリーズ実装：新装備「テマイン」シリーズ 

・新規フェロー：多数実装予定 ※詳細は実装当日の公開を予定しています 

 

 

■大型アップデート「ツリムラン大渓谷」のストーリー 

デモニックストーンに込められた魔神の力が暴走寸前であることを察知した守護神竜ベルゼロスは、このままにして

おくと世界が崩壊してしまうことを主人公に伝え、マグマフォーラの溶岩でデモニックストーンを破壊するよう命じ

る。 

しかし、マグマフォーラへ向かう途中、何者かの襲撃により飛行船が撃墜されてしまう。墜落した場所は昆虫軍団の

支配するツリムラン大渓谷であった。主人公は一命を取り留めたが、事故の衝撃によりデモニックストーンを失って

しまう。 

世界の崩壊を防ぐため、デモニックストーンの行方を追う主人公と、デモニックストーンの力に魅了され、その力を

欲する者。一つの石を巡る争いが始まろうとしている… 
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◇新マップ「ツリムラン大渓谷」のスクリーンショット 

  

  

 

◇新ダンジョン「古竜の墓」のスクリーンショット 
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■新伝説等級装備「テマイン」シリーズ 

新伝説等級装備「テマイン」シリーズが実装されます。 

 

■レベルキャップ開放と新スキル実装 

大型アップデート「ツリムラン大渓谷」では、キャラクターレベルの上限が 60 から 67 と解放され、新たにクラス別

のスキルが追加されます。 

 

■新規フェローを一部紹介 

永月のスピルン ウルカヌス 

  
怒りのアンタレス 自由のリベンティア 

  
 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』大型アップデート「ツリムラン大渓谷」特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/Event/2017/43_Turimran/ 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』大型アップデート「ツリムラン大渓谷」特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2017/43_Turimran/ 
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■「ツリムラン大渓谷」アップデートに伴い、新規・復帰・既存向けの「3 大キャンペーン」を

開催 

「ツリムラン大渓谷」大型アップデートを目前に控え、「新米騎士応援」「Re:START」「Twitter キャンペーン」の「3

大」キャンペーンを実施します。新たにプレイされる方、久しぶりにプレイされる方、そして現在プレイしている方、

それぞれに役立つアイテムを用意しています。 

 

 

■「新米騎士応援」キャンペーン概要 

キャンペーン期間中に初めて『ICARUS ONLINE』をプレイした方を対象に、アイテムをプレゼントします。 

 

【実施期間】 

2017 年9 月7 日(木)～10 月5 日(木)メンテナンス開始まで 

 

【プレゼントアイテム】 

アイテム名 説明文 

フェロー：幻氷のループス 使用すると英雄等級の地上フェロー「幻氷のループス」を獲得できる。 

24 スロットかばん 装着すると、かばんが24 スロット拡張されます。 

 

■「Re:START」キャンペーン概要 

2017 年8 月24 日(木)から9 月7 日(木)メンテナンス開始までの間一度もゲーム内にログインしていない方が、キャ

ンペーン期間中にゲーム内にログインした場合、アイテムをプレゼントします。 

 

【実施期間】 

2017 年9 月7 日(木)～10 月5 日(木)メンテナンス開始まで 

 

【プレゼントアイテム】 

アイテム名 説明文 

封印されたアルザスボウガン 
使用すると60 レベルから装備可能の伝説等級騎乗武器「アルザスボウガン」を獲

得できる。 

エルン100 個ボックス 
使用すると、ゲーム内にて様々な用途に利用できるアイテム「エルン」を 100 個

獲得できる。 
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■Twitter デラックスキャンペーン概要 

2017 年9 月7 日(木)メンテナンス後～2017 年9 月28 日(木)10 時00 分までに、イカロス公式アカウント 

が投稿したキャンペーン対象ツイートにハッシュタグ付きの引用ツイートをしてくれた方の中から抽選で10 名様にイ

カロスオリジナルグッズをプレゼント！ 

また、キャンペーン期間中のリツイート数に応じてゲーム内アイテムを全員にプレゼント！ 

 

【実施期間】 

2017 年9 月7 日(木)メンテナンス後～9 月28 日(木)10 時00 分まで 

 

【プレゼントアイテム】 

条件 アイテム名 説明文 

550RT 

60 レベル伝説フェロー証 

ボックス 

個別の出現確率に基づき以下のアイテムのうちいずれか1 つを獲得できる。 

[出現アイテム(全5 種)] 

・ベノティエの証 (限定) 

・アルティウムの書 (限定) 

・亀裂の破片 (限定) 

・テイシャの証(限定) 

・アンテラの証(限定) 

650RT 

60 レベル製錬石 

ランダムボックス 

個別の出現確率に基づき以下のアイテムのうちいずれか1 つを獲得できる。 

[出現アイテム(全3 種)] 

・60 レベル伝説武器製錬石 x1 個 (取引不可) 

・60 レベル伝説防具製錬石 x1 個 (取引不可) 

・60 レベル伝説装身具製錬石 x1 個 (取引不可) 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』大型アップデート「ツリムラン大渓谷」実装記念「3 大キャンペーン」特設サイ

トはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/Event/2017/43_Turimran/ 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』大型アップデート「ツリムラン大渓谷」実装記念「3 大キャンペーン」特設サイ

トはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2017/43_Turimran/ 

 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://icarus.gamecom.jp/Event/2017/43_Turimran/
http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2017/43_Turimran/


【ICARUS ONLINE Press Release】 

イカロス オンライン プレスリリース   

 2017/09/07 
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 

7/8 

◆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：WEMADEIO 

 

■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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