
【ICARUS ONLINE Press Release】 

イカロス オンライン プレスリリース   

 2017/12/22 
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 

1/8 

天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

今年もハカナス城に冬が訪れる…… 

「ICARUS CHRISTMAS 2017」イベント開催！ 

同時に「ハスタン秘密修練場」実装、その他キャンペーンも！？ 

 

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12 月22 日(金)に「ICARUS CHRISTMAS 2017」を開催しました。 

また同日、一人専用ダンジョン「ハスタン秘密修練場」を実装したことをお知らせします。 
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■クリスマスイベント「ICARUS CHRISTMAS 2017」開催！ 

2017 年 12 月 22 日(金)、今年もハカナス城に冬が訪れ、雪国からスノーマンやサンタメリーたちがやってくる

「ICARUS CHRISTMAS 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クリスマス

仕様に変化します！『ICARUS ONLINE』で冬の大イベントを楽しもう！ 

 
 

■イベント開始日 

2017 年12 月22 日(金)メンテナンス後 

 

■イベント内容 

◇イベント1 - サンタを救え！ドコドコ大作戦！ 

クリスマスのサンタは大忙し！？トナカイ不足のサンタを助けるためにハカナス城にやってきた NPC「スノーマン」。 

イベント期間中、毎日捕まえたトナカイの封印石をスノーマンに持っていき「スノーマンのプレゼント箱」をゲットし

よう！ 

スノーマン 
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「スノーマンのプレゼント箱」からはNPC「サンタメリー」に持っていくことで、様々なアイテムと交換可能なアイテ

ム「水晶花」をはじめ、普段は得られる数が限られている「勇気のメダル」や装備品の強化やフェロー強化に重宝する

アイテムが出現する「不思議な結晶石ボックスIV」を入手することができます。 

 

▽NPC「スノーマン」から受ける事が出来るクエストの詳細を紹介 

カテゴリ クエスト名 任務内容 

デイリー 
[受諾レベル：7] 

サンタを救え！ドコドコ大作戦！ 

遺跡のトナカイの封印石を獲得 

大角のトナカイの封印石を獲得 

黒蹄のトナカイの封印石を獲得 

報酬アイテム 

 

スノーマンのプレゼント箱 

使用すると以下のアイテムを獲得できます。 

 

水晶花 x20 

勇気のメダル x5 

不思議な結晶石ボックス IV x1 

銀塊 x1 

 

◇イベント2 - 水晶花の花束作り 

イベント期間中、ミドラス大陸に存在する様々なモンスターから限定アイテム「水晶花」がドロップ！ 

水晶花は使用することで一定時間、有益な効果が得られるほか、NPC「サンタメリー」に渡すことで様々なイベントア

イテムと交換することができます。 

サンタメリー 

 
 

水晶花交換で入手できるアイテム「雪だるまの召喚書」を使用するとフィールド上に雪だるま型モンスターを召喚でき、

倒すことでイベント限定フェロー「聖夜のヴィクセン」をはじめとしたアイテムを入手できます。 
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▽アイテム「水晶花」の使用効果の詳細 

アイテム 

 

水晶花 

使用することで5 分間以下の効果が発生します。 

 

アイテムドロップ率5%増加 

全ての攻撃力3.00%増加 

全ての防御力3.00%増加 

全てのクリティカル2.00%増加 

HP 自然回復量5%増加 

 

▽NPC「サンタメリー」のもとで「水晶花」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 

 

輝く雪だるま召喚ボックス 50 

使用するとイベントモンスター召喚アイ

テム「召喚書：輝く小さな雪だるま」又

は「召喚書：輝くやんちゃな雪だるま」

を獲得できます。 

 

雪だるま召喚ボックス 30 

使用するとイベントモンスター召喚アイ

テム「召喚書：小さな雪だるま」又は

「召喚書：やんちゃな雪だるま」を獲得

できます。 
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・ICARUS CHRISTMAS 2017 で獲得可能なフェローやペットを一部紹介 

聖夜のヴィクセン サンタラビニ 

  
ブリッツェン サンタデビ 

  
 

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

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=300 

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

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=290 
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■高難易度の一人専用ダンジョン「ハスタン秘密修練場」を実装 

2017 年12 月22 日(金)に、高難度一人専用ダンジョン「ハスタン秘密修練場」を実装しました！ 

 

◇ハスタン秘密修練場とは 

ハスタン秘密修練場はアクラート草原のハスタン村より入場可能な一人専用ダンジョンで、不死の砂漠に存在する 

「挑戦の塔」と同様に、ダンジョン内のモンスターを倒すことでポイントを獲得しながら深部を目指すダンジョンです。

ハスタン村秘密修練場で得たポイントは、挑戦の塔で獲得したポイントに合算され、挑戦の塔ランキングへと反映され

る仕組みとなっています。 

 

◇入場条件 

ハスタン秘密修練場に入場するには下記の条件を満たしている必要があります。 

・キャラクターレベル60 以上 

・挑戦の塔35 階をクリアしている 

◆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=195 

◆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=12&seq=199 

 

 

■新規＆復帰キャンペーンもアップデートと同時に開催！ 

年末年始にかけて、ICARUS ONLINE を満喫してもらうために「新たにプレイされる方」と「久しぶりにプレイされ

る方」を対象とした「新米騎士応援&Re:START」キャンペーンを開催いたします！冒険に役立つアイテムをたくさん

ご用意しましたので、年末年始はICARUS ONLINE で楽しもう！ 

 

◇「新米騎士&Re:START キャンペーン」開催期間 

2017 年12 月22 日(金)メンテナンス後 ～ 2018 年1 月11 日(木)メンテナンス前まで 

 

▼「新米騎士応援キャンペーン」対象 

期間中に初めてICARUS ONLINE を起動したアカウント 
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◇「新米騎士応援キャンペーン」のプレゼントアイテムを一部紹介 

アイテム名 個数 説明文 

フェロー：ブリッツェン 1 使用すると、伝説等級のフェロー「ブリッツェン」を獲得できます。 

フェロー：飛翔のエビティア(30

日) 
1 

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

できます。 

24 スロットかばん 1 装着すると、かばんが24 スロット拡張されます。 

 

▼「復帰騎士応援キャンペーン」対象 

2017 年11 月16 日(木)メンテナンス後 ～ 2017 年12 月22 日(金)メンテナンス前までの間、 

一度もICARUS ONLINE を起動していなかったアカウント 

 

◇「Re:START キャンペーン」のプレゼントアイテムを一部紹介 

アイテム名 個数 説明文 

フェロー：ブリッツェン 1 使用すると、伝説等級のフェロー「ブリッツェン」を獲得できます。 

封印されたアルザスボウガン 1 使用すると「アルザスボウガン」を獲得することができます。 

エルン100 個ボックス 1 
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 個獲得できます。 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「新米騎士&Re:START キャンペーン開催のお知らせ」はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=301 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「新米騎士&Re:START キャンペーン開催のお知らせ」はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=291 

 

◆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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