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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、新地域「ツリムラン大渓谷」実装 

レベルキャップ解放に伴い、新スキルも追加！ 
 

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9 月14 日（木）に新地域「ツリムラン大渓谷」実装やレベルキャップ解放など

が含まれる大型アップデートを実施しました。 
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■大型アップデート実施！新地域「ツリムラン大渓谷」実装&レベルキャップ解放！ 

2017 年9 月14 日(木)に、新地域が登場するアップデートを実施しました。 

加えて、レベルキャップを60 から67 に解放し、クラスごとに新スキルも追加しました。 

 

 
 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』ツリムラン大渓谷実装記念特設サイトはこちら 

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

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』ツリムラン大渓谷実装記念特設サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2017/43_Turimran/ 
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■各クラスの新スキルを実装 

レベルキャップ解放に伴い、各クラスに新スキルが追加されます。 

 
 

バーサーカー：スキル《ファイアブランド》 プリースト：スキル《エクステンドプロテクション》 

  

 

ウィザード：スキル《フォトスフィア》 レンジャー：スキル《カオティックシュート》 

  

 

  

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   

 2017/9/14 
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 

4/10 

アサシン：スキル《キリングフィールド》 ガーディアン：スキル《ディバインエクスプロージョン》 

  

 

アイドル：スキル《ガルム召喚》 マジシャン：スキル《ダークスフィア》 

  

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』アップデート内容の詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=176 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』アップデート内容の詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=2&seq=176 
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■期間限定で新規&復帰キャンペーンを開催中 

大型アップデート「ツリムラン大渓谷」実装を記念した、「新米騎士応援」「Re:START」キャンペーンを開催中！当キ

ャンペーンでは、新たにプレイされる方や、久しぶりにプレイされる方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】 

アイコン 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。 

 

フェロー：飛翔のエビティア

(30 日) 

使用すると英雄等級の飛行フェロー「飛翔のエビティア(30 日)」

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。 

 
補助ブースター(7 日) 

かばんの中に所持していることで7 日間以下の効果を得られる。 

[所持効果] 

・リキャストタイム -10% 

・フェロー経験値 +50% 

・ドロップ率 +20% 

 
希望のブースター(7 日) 

かばんの中に所持していることで7 日間以下の効果を得られる。 

[所持効果] 

・最大HP +1000 

・全ての攻撃力 +5% 

・全ステータス +10 

 
[移動]肩乗りフェネ(15 日) 

全クラス着用可能な肩アクセサリー。着用時以下の効果を得られ

る。15 日間使用可能。 

[着用効果] 

・移動速度 +50% 

・フェロー移動速度 +20% 
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 ハカナス礼服(30 日) 

着用する事で、30 日間キャラクターの外見を変更することができ

る男女共用コスチューム。着用中は以下の効果を得られる。 

[着用効果] 

・フェロー経験値 +100% 

 

封印されたヨルムンゼントの成

長型ボウガン 

レベル1 から着用可能な成長型騎乗武器 

キャラクターレベルが上昇するにつれて、攻撃力も増加する。 

 

■「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】 

アイコン 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。 

 

伝説フェローの証ボックス III 
使用すると、伝説等級フェローの捕獲挑戦に必要なアイテムが 1 つ獲

得できる。 

 

補助ブースター(7 日) 

かばんの中に所持していることで7 日間以下の効果を得られる。 

 

[所持効果] 

・リキャストタイム -10% 

・フェロー経験値 +50% 

・ドロップ率 +20% 

 
希望のブースター(7 日) 

かばんの中に所持していることで7 日間以下の効果を得られる。 

 

[所持効果] 
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・最大HP +1000 

・全ての攻撃力 +5% 

・全ステータス +10 

 

ネコチャチャ(7 日) 

全クラス着用可能な肩アクセサリー。着用時以下の効果を得られる。7

日間使用可能。 

[着用効果] 

・攻撃成功時、3%の確率で10 秒間物理攻撃力/魔法攻撃力増加 

・HP +1000 

・キャストタイム -5.00% 

 

女神の翼(7 日) 

全クラス着用可能な背中アクセサリー。着用時以下の効果を得られる。

7 日間使用可能。 

[着用効果] 

・全ての攻撃力 +150 

・全てのクリティカル率 +5.00% 

・全ステータス +30 

 

ポータル自由利用券(7 日) 
使用すると活性済みの任意のポータル移動装置に移動することができ

る。7 日間使用可能。 

 

成長の栄薬(3 時間) 

使用すると以下の効果を得られる。 

[使用効果] 

・3 時間獲得経験値30%増加 

・3 時間HP2000 増加 

・3 時間MP2000 増加 

・3 時間全ての攻撃力10%増加 

・3 時間全ての防御力10%増加 

・3 時間移動速度10%増加 

・3 時間リキャストタイム20.00%減少 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』大型アップデート記念イベントの詳細はこちら 

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

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』大型アップデート記念イベントの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2017/43_Turimran/ 
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■新地域「ツリムラン大渓谷」実装に伴い、アップデート記念イベント開催 

新地域「ツリムラン大渓谷」実装に伴い、アップデート記念イベントを実施します。ICARUS で様々な用途に利用でき

る「エルン」の消費量の割引、また冒険に役立つアイテムが手に入る出席チェックなど、イベントが盛り沢山。 

 

■「出席チェック」イベント 

イベント期間中毎日、『ICARUS ONLINE』にログインした方を対象に便利なアイテムをプレゼント。 

 

◇「出席チェック」イベント実施期間 

2017 年9 月14 日(木)メンテナンス後～9 月28 日(木)メンテナンス開始まで 

 

◇「出席チェック」イベントのプレゼントアイテムを一部紹介 

アイコン アイテム名 説明文 

 

60 レベル恩寵の10%リバースス

トーン 

着用レベル 60 以下の伝説等級武器/防具装備の強化値のリ

バースを固定確率で上昇させることができる。 

 

エルン100 個ボックス 
ゲーム内で様々な用途に利用できるエルンを 

100 個獲得できる。 

 

200 レベル強化石 強化値+20 までの装備品の強化に使用できる。 
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■「エルン割引」イベント概要 

アップデートを記念して、ゲーム内の様々なコンテンツで使用するエルンの必要個数を割引！ 

 

◇「エルン割引」イベント実施期間 

2017 年9 月14 日(木)メンテナンス後～9 月28 日(木)メンテナンス開始まで 

 

◇「エルン割引」イベント対象一部紹介 

・倉庫枠拡張：20%OFF 

・フェローイベンベントリ拡張：20%OFF 

・ブースターかばん拡張：20%OFF 

 

■新地域「ツリムラン大渓谷」実装記念ワールドバフ概要 

アップデートを記念して、パルナサーバー・エローラサーバー・次元の亀裂・次元の亀裂ダンジョンに新たなる冒険を

サポートするワールドバフが適用されます。 

 

◇「ワールドバフ」適用期間 

2017 年9 月14 日(木)メンテナンス後～9 月28 日(木)メンテナンス開始まで 

 

◇「ワールドバフ」内容 

アイコン ワールドバフ 効果 

 

大渓谷のさざめき ・モンスターからのアイテムドロップ率 +15% 

・フェロー獲得成功確率 +20% 

・ギルド獲得経験値 +300% 

・委託販売登録費用減少 -20% 

・委託販売手数料減少 -20% 

・移動速度 +20% 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』大型アップデート記念イベントの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=277 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』大型アップデート記念イベントの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=3&seq=277 
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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/ 

 

 

■『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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