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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

装備強化時のエルン消費量を調整！ 

さらに極限ダンジョン「赤い革命団基地」の 

ドロップアイテム更新などのシステムアップデートを実施！ 

 

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、2018 年3 月22 日（木）に「装備強化システムの調整」を行いました。同時に極限ダン

ジョン『赤い革命団基地』のドロップアイテム更新を含むシステムアップデートを実施したことをお知らせします。 
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■装備強化システムの調整を実施！ 

2018 年 3 月 22 日(木)に、「装備強化時のエルン消費量の緩和」と「+21 以降の強化成功確率の上方調整」のシステ

ム部分の調整と、装備強化成功確率の表記変更を行いました。 

 

▽装備強化時のエルン消費量の緩和 

強化値+19 以下の装備を強化する際、「装備の下落」、「装備の強化値初期化」、「装備破壊」を防止するために使用する

エルンの消費量を緩和しました。 

装備強化に使用するエルン消費数の変更 (英雄等級) 

等級 強化値 
下落防止 

エルン消費数 

初期化防止 

エルン消費数 

破壊防止 

エルン消費数 

英雄 

+5 6→2 - - 

+6 7→3 - - 

+7 8→4 - - 

+8 9→5 - - 

+9 10→6 - - 

+10 11→7 - - 

+11 12→8 - - 

+12 13→9 - - 

+13 14→10 28→14 - 

+14 15→11 30→16 - 

+15 - 32→18 64→24 

+16 - 34→20 68→28 

+17 - 36→22 72→32 

+18 - 38→24 76→36 

+19 - 40→26 80→40 
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装備強化に使用するエルン消費数の変更 (伝説等級) 

等級 強化値 
下落防止 

エルン消費数 

初期化防止 

エルン消費数 

破壊防止 

エルン消費数 

伝説 

+5 10→6 - - 

+6 11→7 - - 

+7 12→8 - - 

+8 13→9 - - 

+9 14→10 - - 

+10 15→11 - - 

+11 16→12 - - 

+12 17→13 - - 

+13 18→14 36→24 - 

+14 19→15 38→26 - 

+15 - 40→28 80→38 

+16 - 42→30 84→42 

+17 - 44→32 88→46 

+18 - 46→34 92→50 

+19 - 48→36 96→54 

 

▽装備強化値+21 以降の強化成功確率の上方調整 

装備強化値+21 以降の強化に関しては強化時の成功確率の上方調整を行いました。 
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▽装備強化成功確率の表記変更と段階毎の成功確率の公開 

ゲーム内の装備強化成功確率の表記は6 段階の「日本語表記」でしたが、2018 年3 月22 日(木)のアップデート以降

より、8 段階の「数値表記」で成功確率が表記されるようになります！ 

 

装備を強化した際の成功確率表記 

0% 

1% ～ 10% 

11% ～ 25% 

26% ～ 40% 

41% ～ 55% 

56% ～ 70% 

71% ～ 85% 

86% ～ 100% 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』システムアップデートに関する詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=211 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』システムアップデートに関する詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=214 
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■極限ダンジョン「赤い革命団基地」のドロップアイテムを更新！ 

2018 年3 月22 日(木)のアップデート以降、極限ダンジョン「赤い革命団基地」のモンスター討伐時に獲得できる 

アイテムが更新されます。 

 

▽新規出現アイテムを一部紹介 

アイコン アイテム名 説明文 

 

オプション付与チケット 特定の武器コスチュームにオプションを付与できるアイテム。 

 

65 レベル伝説等級超越石 
65 レベル伝説等級の武器、防具、装身具などに使用して、超越に挑戦で

きるアイテム。 

 

200 レベル上級英雄強化石 

強化段階が 20 段階以上のアイテムを 21～25 段階まで強化して能力値

を上昇させることができる。 

※上級英雄強化石で強化する場合、エルンで下落防止が可能。 

 

[装身具]200 レベル精鋭強化石 装身具を強化して能力を強化することができる。 

 

伝説フェローの証ボックス IV 

様々なフェローの捕獲に挑戦できる証を獲得できる。 

[出現する証に対応するフェロー] 

アンタレス/スピルン/アンテラ 

テイシャ/ベノティエ/ハデス 

シャナン/トルガイ/ロデッシュ 

ルネリオン/ポエリオン/ガレリオン 

シャキバ/ハミオン/カリプト 

デモナス/グラビオン 

 

各種Lv9 宝石 
各種ブレスレットに装着することができ、様々な能力を上昇させること

ができるアイテム。 

 

各種テマイン装備 着用レベル65 の伝説等級装備。 
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■アップデートに伴い「ハカナス強化祭」イベントも同時開催！ 

2018 年 3 月 22 日(木)のメンテナンス後から、装備強化を行い一定の条件を達成することによって様々なアイテムが

獲得できる「ハカナス強化祭」を開催します。この機会に強化を楽しんでアイテムも貰おう♪ 

 

 
 

【開催期間】 

2018 年3 月22 日(木)メンテナンス終了後 ～ 3 月29 日(木)メンテナンス開始まで 

 

1.強化値達成でアイテムプレゼント！ 

条件 プレゼントアイテム 個数 

アルミラ装備+15 強化達成 240 レベル強化石 2 

アルミラ装備+20 強化達成 
180 レベル上級英雄強化石 2 

テマイン防具ボックス 1 

アルザス装備+15 強化達成 
250 レベル強化石 3 

恩寵の10%リバースストーン 1 

アルザス装備+20 強化達成 
190 レベル英雄強化石 2 

60 レベル伝説製錬石ランダムボックス 1 

テマイン装備+15 強化達成 
250 レベル強化石 5 

恩寵の10%リバースストーン 2 

テマイン装備+20 強化達成 
200 レベル英雄強化石 1 

65 レベル製錬石ランダムボックス 1 
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2.対象装備3 シリーズ(アルミラ・アルザス・テマイン)の+15～+20 強化達成毎にアイテムをプレゼント！ 

アイコン プレゼントアイテム 個数 説明 

 

レインボーキャンディ 5 

30 分の間、以下の効果が得られます。 

・全ての攻撃力10%増加 

・全防御力10%増加 

・獲得経験値20%増加 

・フェロー経験値20%増加 

・対人攻撃力5%増加 

・対人防御力5%増加 

※配布は強化達成毎に行われます。例)対象装備を+17 まで強化→レインボーキャンディ15 個(5ｘ3)を配布。 

 

3.強化失敗時に使用したエルン消費数の10%分を還元！ 

アイコン プレゼントアイテム 個数 

 

エルン 強化失敗時に使用したエルン消費数10%分の個数 

※エルンの配布は2018 年4 月5 日(木)の定期メンテナンス時となります。 

 

4.全サーバーで強化値+20 に達成した回数の順位に応じてアイテムプレゼント！ 

条件 プレゼントアイテム 

+20 強化達成回数1 位 

下記のうちいずれかを1 個選択できます。 

・お好きなフェローまたはペット1 体 

・祝福されたリバースストーン 

・お好きな65 レベル伝説等級製錬石 x5 個 

・エルン500 個ボックス 

+20 強化達成回数2 位 

下記のうちいずれかを1 個選択できます。 

・お好きな65 レベル伝説等級製錬石 x4 個 

・エルン400 個ボックス 

+20 強化達成回数3 位 

下記のうちいずれかを1 つ選択できます。 

・お好きな65 レベル伝説等級製錬石 x3 個 

・エルン300 個ボックス 

+20 強化達成回数4 位 ・エルン200 個ボックス 

+20 強化達成回数5 位 ・エルン100 個ボックス 

※プレゼントアイテムの希望品はお問い合わせで伺い、2018 年 4 月 5 日(木)の定期メンテナンス時配布となります。 
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◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』ハカナス強化祭イベントの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=321 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』ハカナス強化祭イベントの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=310 

 

 

◆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」「Ar:pieL」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オンラインゲームポータルサイト『ハンゲーム』を中核事業に、アバター/コミュニティサ

ービスや、スマートフォンゲームの開発、漫画/スタンプ等のコンテンツ製作、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。また、これらに関わる運営/テスト/翻訳/デザイン/CS といったサー

ビス支援も手掛ける総合エンターテインメント企業です。 
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