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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

みなさまのおかげで、正式サービス3周年！ 

新ダンジョン実装や3周年記念イベントを実施中！ 

 

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4 月28 日(土)に正式サービス開始から3 周年を迎えます。それに伴い、2018 年

4 月26 日(木)に新ダンジョン「ソルマ地下遺跡」の実装や3 周年を記念した各種ゲーム内イベントを含むシステムア

ップデートを行ったことをお知らせします。 

 

 
 

◆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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■ありがとう！『ICARUS ONLINE』正式サービス3 周年！ 

皆さまにご愛顧をいただき、『ICARUS ONLINE』は2018 年4 月28 日(土)をもって正式サービス開始から3 周年

を迎えます。それに伴い、2018 年4 月26 日(木)に新たなダンジョン「ソルマ地下遺跡」の実装や、豪華アイテムが

もらえる3 周年記念イベントを開始しました。 

 

 
 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』イベントの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=329 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』イベントの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=318 
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■『ICARUS ONLINE』3 周年記念イベント多数開催！  

2018 年 4 月26 日（木）より、3 周年を記念したゲーム内イベントを開始しました。ログインするだけでもらえるア

イテムや 3 周年限定のイベントクエストを完了するともらえるアイテムなど、日ごろの感謝の気持ちを込めて様々な

イベントが開催中です！また、ハカナス城が3 周年記念仕様になります！ 

 

・3 周年アニバーサリークエストイベント 

 
 

【開催期間】 

2018 年4 月26 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2018 年5 月10 日(木)メンテナンス前まで 

 

【イベント内容】 

・3 周年限定デイリークエストを達成して、豪華アイテムをゲットしよう！ 

イベント期間中、ハカナス城にNPC「無邪気なスピルン」「陽気なシャナン」「聡明なトルガイ」が出現します。各NPC

から受託できるクエストを通じて「3 周年記念ボックス」と「3 周年出席証明書」、「3 周年引換券」が獲得できます。 

 

無邪気なスピルン 陽気なシャナン 聡明なトルガイ 

   

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   

 2018/4/27 
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：石黒/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 

「3 周年記念ボックス」からは、集めると様々なアイテムと交換可能な「3 周年引換券」や、装備アイテムと交換可能

な「ラビニ族の純金貨」等を獲得できます。また、「3 周年出席証明書」は一定数集めることで3 周年記念フェロー「神

速のブレシオン」と交換できます。 

 

3 周年記念フェロー「神速のブレシオン」 

 

 

・毎日ログインして豪華アイテムをゲットしよう！「出席チェック」イベント 

イベント期間中、ゲーム内に30 分間ログインすると報酬アイテムを獲得できます。今回は3 周年特別仕様となってお

り、毎日ログインするだけで豪華アイテムがもらえるチャンスです！ 

 

【開催期間】 

2018 年4 月26 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2018 年5 月24 日(木)メンテナンス前まで 

 

【報酬アイテムの一部を紹介】 

アイテム 説明 

 

テマイン武器ボックス クラスに応じた65Lv 伝説等級武器を獲得できる。 

 

創造のチケット 
ハカナス城のNPC「創造の世界樹」に持っていくと、

お好きなラビニ商店販売フェロー1 体と交換できる。 

 

この他にも様々な豪華アイテムをプレゼント中！詳しくは公式サイトイベントページを確認しよう！ 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
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・3 周年記念ワールドバフ 

イベント期間中、様々な支援効果を得られるワールドバフがキャラクターに適用されます。この機会に是非キャラクタ

ーの育成を進めよう！ 

 

【開催期間】 

2018 年4 月26 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2018 年5 月10 日(木)メンテナンス前まで 

 

【ワールドバフ効果】 

バフ名 効果 

3 周年の祝福 

・全ステータス300 増加 

・モンスターからのアイテムドロップ率13%増加 

・移動速度33%増加 

・獲得経験値33%増加 

・フェロー捕獲成功率33%増加 

・強化成功確率 13%増加 

 

・3 周年記念新米騎士&Re:START 応援キャンペーン開始 

3 周年を記念し、新たにゲームを始める新米騎士と、久しぶりにミドラス大陸を訪れる騎士に、成長の手助けとなるア

イテムや、便利なアイテムをプレゼントします！ 

 

 
 

【開催期間】 

2018 年4 月26 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2018 年5 月17 日(木)メンテナンス前まで 
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【プレゼントアイテムを一部紹介】 

・新米騎士応援キャンペーン 

アイテム 説明 

 

フェロー：黒炎のアポカリプス 使用すると英雄等級フェロー「黒炎のアポカリプス」を獲得できる。 

 

イベントコスチュームボックス(15 日) 

使用すると各種コスチュームの内1 つがランダムで獲得できる。 

※獲得したコスチュームは15 日間使用できます。期間が過ぎると自動で消滅します。 

※全てのコスチュームはかばんに入った瞬間から使用期間のカウントが開始されます。 

 

10 段階強化石 
使用した武器又は防具が10 段階に強化されます。 

※伝説等級以下のアイテムに使用できます。 

 

24 スロットかばん 着用するとかばんを24 スロット拡張できます。 

 

・Re:START 応援キャンペーン 

アイテム 説明 

 

フェロー:白銀のチャヌス 使用すると英雄等級フェロー「白銀のチャヌスを獲得できる。 

 

ラビニ族の純金貨ｘ20 
テマイン装備をはじめとした様々なアイテムと交換できるアイテム

です。 

 

成長の栄薬(3 時間) 

使用すると3 時間、以下の効果が適用されます。 

・獲得経験値30%増加 ・HP2000 増加 

・MP2000 増加 ・全ての攻撃力10%増加 

・全防御力10%増加 ・移動速度10% 

・リキャストタイム20.00%減少 

※経験値増加オプションは最大500%まで適用されます。 

 

ブースター：頂点を目指せ！(30 日) 

使用すると「ブースター：頂点を目指せ！(30 日)」を獲得できる。 

【使用効果】 

・獲得経験値 +300% 

・移動速度 +5% 

・全防御力 +5% 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
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・3 周年記念！ログインガチャ実施！ 

3 周年を記念して、ICARUS ONLINE 初となるログインガチャを実施します！イベント期間中、前日にゲーム内にログ

インすると、翌日に1 回ガチャをプレイでき、様々なアイテムの中から1 つ獲得できます。是非この機会に、ゲーム内

にログインしてログインガチャを回そう！ 

 

 
 

【ログインガチャ排出アイテム一部紹介】 

アイテム 説明 

 

10Lv 宝石ボックス(ルビー) 

使用するとランダムで以下のアイテムを獲得できます。 

・ルビー - 物理攻撃力Lv10 50% 

・ルビー – 魔法攻撃力Lv10 50% 

 

ビニサルの財宝 
NPC に高値で売却できるアイテムです。 

販売価格:30,000GOLD 

 

勇気のメダルｘ10 
使用すると専用 NPC にて様々なアイテムと交換可能な「勇気の

メダル」を10 個獲得できます。 

 

GM のポーションパッケージI 

使用すると以下のアイテムを獲得できます。 

・GM の物理攻撃力ポーション 

・GM の魔法攻撃力ポーション 

・GM の物理クリティカルポーション 

・GM の魔法クリティカルポーション 
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■新ダンジョン「ソルマ地下遺跡」実装！ 

2018 年 4 月 26 日(木)に、新たなパーティ推奨ダンジョン「ソルマ地下遺跡」を実装いたしました。「ソルマ地下遺

跡」は最大3 人パーティでの挑戦が可能なダンジョンで、内部では強力なモンスターたちが多数待ち受けています。 

 

【ソルマ地下遺跡とは？】 

構造は既存の一人用ダンジョン「挑戦の塔」とよく似ていますが、内部は全く別物のダンジョンとなっており、「専用

ポーションのみ使用可能」、「蘇生スキルのクールタイム増加」等、様々な制約を受けます。モンスターも強力で、パー

ティを結成する際には攻撃役、回復役等、役割を考えた構成で挑む必要があるでしょう。 

 

▽「ソルマ地下遺跡」外観 

 
 

【入場条件】 

キャラクターレベル60 以上 

 

【ソルマ地下遺跡の特徴】 

ソルマ地下遺跡は全20 階層からなるダンジョンです。内部では専用のポーションしか使用できず、エルンを用いた復

活や、復活アイテムの使用も行えません。ダンジョンには最大3 人パーティで挑戦でき、3 人パーティの場合、5 階層

クリア毎に支給される報酬アイテムの量が増加します。内部で獲得できる報酬アイテムの中には、神話等級装備「魔神

ゼルナリス」シリーズの製作に必要な材料アイテムなど貴重なアイテムが含まれています。 

 

 

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   

 2018/4/27 
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：石黒/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 

9/10 

3 周年のログインガチャや新ダンジョンについての情報は公式サイトをチェックしよう！ 

また3 周年を楽しむために、各種イベントページも忘れずに確認しよう！ 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』ログインガチャの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/Event/2018/49_Gacha/ 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』ログインガチャの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2018/49_Gacha/ 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』ソルマ地下遺跡の詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=218 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』ソルマ地下遺跡の詳細はこちら

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=221 

 

◆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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