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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

ハカナス城でおばけが飛び回る！？ 

「ICARUS HALLOWEEN NIGHT 2017」イベント開催 

さらに、「フェロー進化・期間制偉業」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10 月19 日（木）に「ICARUS HALLOWEEN NIGHT 2017」を開催しました。 

また同日、アップデートとして「フェロー進化システム」、「期間制偉業システム」を実装したことをお知らせします。 
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■ハロウィンイベント「ICARUS HALLOWEEN NIGHT 2017」開催！ 

2017 年10 月19 日(木)に、幽霊屋敷が出現したり、ハカナス城に可愛らしい幽霊が飛び回ったりなど、不思議なこと

が盛りだくさんの「ICARUS HALLOWEEN NIGHT 2017」イベントを開催しました。イベント期間中は、ハカナス城

のグラフィックがハロウィン仕様に変化！『ICARUS ONLINE』で迎えるハロウィンナイトを楽しみましょう！ 

 
 

■イベント実施期間 

2017 年10 月19 日(木)メンテナンス後～11 月9 日(木)メンテナンス前まで 

 

■イベント内容 

◇イベント1 - ハカナス城に舞う謎の幽霊 

NPC「パンプキンラビニ」から交換できる「パンプキンボックス」などから出現する”メジェッタの証”を手に入れて、

謎の幽霊「メジェッタ」の捕獲に挑戦しよう！！イベント限定フェロー「メジェッタ」は、ハカナス城の勝利の大広場

の上空に出現しています。 

メジェッタ 
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「パンプキンボックス」の交換には「ゴーストキャンディ」が必要になる。「ゴーストキャンディ」は様々な場所で 

獲得できるので、たくさん集めてイベント限定フェローの獲得を目指そう。 

アイテム名 説明文 

ゴーストキャンディ 

使用すると、以下の効果を発揮 

・5 分間物理攻撃力 +10% 

・5 分間魔法攻撃力 +10% 

 

▽NPC「パンプキンラビニ」のもとで「ゴーストキャンディ」と交換可能なアイテムを一部紹介 

アイテム名 交換必要数 説明文 

パンプキンボックス 100 

[目玉アイテム] 

・ペット:パンプキンラビニ 

・フェロー:ウィスパー 

・フェロー:ソーイングデモナス 

・メジェッタの証 

素敵なカボチャ帽子(4 時間) 30 
キャラクター外見が変わる男女共用アクセサリー 

[着用効果] 

全ステータス +50 

悲しいカボチャ帽子(4 時間) 30 

楽しいカボチャ帽子(4 時間) 30 

カボチャ帽子(4 時間) 30 

ペット:不思議なチャル 1500 使用すると「不思議なチャル」を獲得できる 

特殊称号:ゴーストバスター 9999 ハロウィンで幽霊と戦った者の称号 

 

 

・ハロウィンイベントで入手可能なアクセサリーやコスチュームを一部紹介 

オレンジスケルトンコスチューム 青いスケルトンコスチューム 

  

 

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   

 2017/10/19 
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 

4/9 

赤い魔女帽子 緑の魔女帽子 オレンジの魔女帽子 

   
 

 

・ハロウィンイベントで獲得可能なフェローやペットを一部紹介 

ソーイングデモナス スケルトンホース 

  
黄金パンプキン 伯爵の馬車 
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◇イベント2 – 幽霊屋敷 

ハカナス城の西部市街地にひっそりと佇む大きな屋敷。 

この屋敷に恐ろしい幽霊が現れ、屋敷の主「メルビル」はこの霊たちに住まいを追い出されてしまいました。 

屋敷の幽霊を退治してくれた騎士には「黄金ゴーストキャンディ」をプレゼント！「黄金ゴーストキャンディ」は貴

重なアイテムと交換できるので、屋敷に蔓延る幽霊を退治し、悩める老婆を安心させてあげましょう！ 

  
 

 

・「黄金ゴーストキャンディ」にて交換可能なアイテム 

アイテム名 交換必要数 説明文 

黄金パンプキンボックス 3 

使用すると、個別の確率に基づき、様々なアイテムの中から1 つ獲得で

きる。 

[目玉アイテム] 

ペット:黄金パンプキン 

フェロー:伯爵の馬車 

奇跡を呼ぶメジェッタの証 

250～230 レベル強化石 

各種アルザスボックス 

伝説フェローの証ボックス IV 

特殊称号:カボチャ大魔王 5 カボチャ大魔王に相応しい者が所持する称号 

メジェッタの証 8 所持していると「メジェッタ」の捕獲に挑戦できる 
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◇イベント3 – イタズラっ子の合言葉「trick or treat！」 

イベント期間中、ゲーム内のチャットを通じて「trick or treat」と発言すると、限定バフ「ハロウィンの魔法」が発言

後60 分間適用されます。 

 
 

バフ名 バフ効果 

ハロウィンの魔法 

獲得経験値16%増加 

モンスターからのアイテムドロップ率6%増加 

全攻撃力6%増加 

全防御力6%増加 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「ICARUS HALLOWEEN NIGHT 2017」イベントページはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=286 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「ICARUS HALLOWEEN NIGHT 2017」イベントページはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=276 
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■新システム「フェロー進化・期間制偉業」を実装！ 

2017 年10 月19 日（木）に、アップデートとして新システム「フェロー進化」と「期間制偉業」を実装しました。 

 

◇フェロー進化とは 

特定のフェローを素材とし、上位のフェローに進化させるシステムです。進化に成功した場合には、特別な姿やエフェ

クトを持った進化フェローを獲得できます。 

聖獣トルガイ+ 神秘のシャナン+ 

  
 

◇フェロー進化条件 

フェロー進化の材料となるフェローは下記の条件を満たしている必要があります。 

・最大レベルを達成していること 

・フェローが装備を着用していないこと 

・進化先のフェローに対応した素材フェローであること 

  

  

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   

 2017/10/19 
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 

8/9 

◇期間制偉業システムとは 

「期間制偉業」とは、日ごと、週ごと、月ごとに達成することのできる偉業です。これらの偉業は通常の偉業と違い、

一度達成しても、翌日・翌週・翌月の更新日時になるとリセットされ、再度達成することが可能となります。 

 

・デイリー偉業一部紹介 

偉業名 内容 報酬 

[伝説]今日のダンジョン 今日の伝説難易度ダンジョンクリア 伝説フェローの証ボックス 

どんなフェローになるかな？ フェロー合成を1 回行う 金塊 

本日の任務は？ デイリークエスト5 回完了 エルン10 個ボックス 

 

・週間偉業 

偉業名 内容 報酬 

[伝説]私たちは皆友達 III  伝説等級フェロー捕獲に7 回成功 アンテラの証(限定) 

挑戦の毎日 II 挑戦の塔15 階を3 階クリア 挑戦者の銀貨 x3 個 

[伝説]どのフェローが出現するで

しょう 

フェロー合成で伝説等級フェロー3 回獲

得 
フェロー完全成長のポーション 

 

・月間偉業 

偉業名 内容 報酬 

完璧なデイリー偉業 デイリー偉業80 回完了 エルン100 個ボックス 

[伝説]私たちは皆友達 伝説等級フェロー捕獲に15 回成功 [+5]伝説封印石抽出スティック 

完璧だな？ 月間業績3 回完了 テマイン武器ボックス 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』のシステムアップデート詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=183 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』のシステムアップデート詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=186 

◆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」「Soulworker」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。オンラインゲームポータルサイト「ハンゲーム」の運営を中核事業に、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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