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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

クリスマスイベント「プレゼント防衛戦線」開催！ 

同時にレイドダンジョン「ペクトラ」のドロップ調整や 

新規＆復帰キャンペーンを実施！ 

 

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:丁佑鎭、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 12 月 20 日(木)にクリスマスイベント「プレゼント防衛戦線」を開催しま

した。また同日、レイドダンジョン「ペクトラ」のドロップ調整や、新規＆復帰キャンペーンを実施したことをお知ら

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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■クリスマスイベント「プレゼント防衛戦線」を開催！ 

2018 年 12 月 20 日(木)のメンテナンス後より、雪国からジャスパーやラビスマス飛行船がやってくるクリスマスイ

ベント「プレゼント防衛戦線」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幻想的なクリスマス仕

様に変化します！『ICARUS ONLINE』で今年も冬を楽しもう！ 

 

 
 

■イベント開始日 

2018 年12 月20 日(木)メンテナンス後 

 

■イベント内容 

◇イベント1 – 到来！ラビスマス飛行船！ 

ハカナス城の空中船着場に現れた「ラビスマス飛行船」。ラビスマス飛行船はクリスマスイベント限定ダンジョンとな

っており、クリアする度に「サンタのプレゼント箱」等の様々なイベントアイテムを獲得することができます。 

 

ラビスマス飛行船 
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▽「ラビスマス飛行船」で入手可能なアイテムを一部紹介 

アイテム名 説明文 

 

サンタのプレゼント箱 使用すると個別の出現確率に基づき様々なアイテムを獲得できる。 

 

クリスマスプレゼントボックス 
使用すると個別の出現確率に基づき「サンタの靴下」を複数個獲得

できる。 

 

なお、ラビスマス飛行船に入場するためにはアイテム「ラビスマス飛行船入場券」が必要となります。「ラビスマス飛

行船入場券」はハカナス城の勝利の大広場に存在するNPC「ジャスパー」より受諾できるクエストをクリアすることで

獲得できます。 

 

▽「ラビスマス飛行船入場券」を獲得できるクエストの詳細 

ジャスパー クエスト条件と名称 任務内容 

 

[受諾レベル：10] 

デイリークエスト 

 

[イベント] 

しゃべる箱マシューとラビスマス飛行船 

しゃべる箱マシューと会話する 

 

▽クエスト「[イベント]しゃべる箱マシューとラビスマス飛行船」の報酬アイテムを紹介 

アイテム名 説明文 

 

ラビスマス飛行船入場券 
所持しているとハカナス城空中船着場にある「ラビスマス飛行

船」のポータルからラビスマス飛行船ダンジョンに入場できる。 

 

クリスマスプレゼントボックス 
使用すると個別の出現確率に基づき「サンタの靴下」を複数個獲

得できる。 

 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
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◇イベント2 – クリスマスプレゼント獲得大作戦 

イベント期間中、ラビスマス飛行船でのドロップや、クリスマスプレゼントボックスを使用することで限定アイテム「サ

ンタの靴下」を獲得できます。「サンタの靴下」はハカナス城の空中船着場に存在するNPC「しゃべる箱マシュー」に

渡すことで様々なアイテムと交換できます。また、「サンタの靴下」は「しゃべる箱マシュー」の商店にてゲーム内通

貨を使用することでも獲得できます。 

 

▽NPC「しゃべる箱マシュー」のもとで「サンタの靴下」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 

 

ペット：聖夜のラッシュ 5000 
使用すると、伝説+等級のペット「聖夜の

ラッシュ」を獲得できる。 

 

[覚醒]クリスマス武器コスチューム 2000 

オプション付与が可能な武器コスチュー

ム。着用時帰属され、最大3 回まで帰属

解除可能。 

 

さらに、しゃべる箱マシューより受諾できるクエストをクリアすることで限定アイテム「黄金のサンタの靴下」を獲

得できます。黄金のサンタの靴下はサンタの靴下に比べて、より豪華なアイテムと交換することができます。 

しゃべる箱マシュー クエスト条件と名称 任務内容 

 

[受諾レベル：10]  

反復クエスト 

 

[イベント] 

クリスマスプレゼントを守り抜け 

クリスマスプレゼントを守り抜く 

(イベント限定ダンジョンをクリアする) 

 

▽クエスト「[イベント]クリスマスプレゼントを守り抜け」の報酬アイテムを紹介 

アイテム名 説明文 

 

黄金のサンタの靴下 
所持していると、ハカナス城 空中船着場のNPC「しゃべる箱マ

シュー」のもとで様々なアイテムと交換することができる。 

 

クリスマスプレゼントボックス 
使用すると個別の出現確率に基づき「サンタの靴下」を複数個獲

得できる。 
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▽「黄金のサンタの靴下」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 

 

ペット：聖夜のラッシュ 10 
使用すると、伝説+等級のペット「聖夜の

ラッシュ」を獲得できる。 

 

進化フェローの奇跡ボックス 5 

使用すると一定確率で「聖獣トルガイ」もし

くは「神秘のシャナン」の捕獲アイテムを獲

得できる。 

 

▽「プレゼント防衛戦線」イベントで獲得可能なフェローを一部紹介 

聖夜のラッシュ スキル名 説明 

 

【パッシブスキル】 

伝説的なオーラ 

伝説級のフェローにのみ付与される権能で、全

ての地域のデバフに抵抗できるようになる。 

【パッシブスキル】 

聖夜のオーラ 

全ての攻撃力 45％増加/HP30.00%増加/移

動速度30%増加 

【アクティブスキル】 

Big クリスマス 

プレゼント 

スキルを使用すると、アイテム「Big マジカル

キャンディボックス」を 1 個獲得することが

できる。 

【アクティブスキル】 

わんこダッシュ 

30 秒間の間、移動速度70%増加/物理防御力

50%増加 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「プレゼント防衛戦線イベント」イベントページはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=388 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「プレゼント防衛戦線イベント」イベントページはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=378 
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■レイドダンジョン「ペクトラ」のドロップ調整を実施 

2018 年12 月20 日(木)のシステムアップデートにおいて、レイドダンジョン「ペクトラ」のドロップ調整を実施しま

した。 

 

▽ドロップ調整後の出現アイテムを一部紹介 

アイテム名 説明文 

 

伝説等級リバースストーン 

伝説等級武器/防具装備のリバースに挑戦できる。 

※20 強化以上のアイテムから強化値のリバースが可能です。 

※強化値のリバースは失敗する可能性があります。 

 

テマイン武器ボックス 使用すると、テマインシリーズの武器を1 個獲得できる。 

 

奇跡を呼ぶロデッシュの証 所持していると堕落のロデッシュを100%捕獲できる。 

  

 

◆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=261 

◆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=264 
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■感謝の気持ちを込めて！「スペシャルログインイベント」実施！ 

年末年始にICARUS ONLINE をプレイしている方に感謝の気持ちを込めて、「スペシャルログインイベント」を実施

します！イベント期間中、1 日1 回ゲーム内にログインするだけで後日報酬アイテムがプレゼントされます。もちろ

ん報酬アイテムは豪華なものばかり！毎日ICARUS ONLINE をプレイして豪華報酬アイテムをゲットしよう！ 

 

▽「スペシャルログインイベント」の報酬アイテムを一部紹介 

アイテム名 説明文 

 

テマイン武器ボックス 

使用すると、テマインシリーズの武器を1 個獲得できる。 

※自分のキャラクターのクラスに対応したアイテムが配布され

ます。 

 

マクバインコイン 
NPC「ジョンマクバイン」にて様々なアイテムと交換できるコ

イン。 

 

恩寵の10%リバースストーン 
着用レベル65 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。 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「スペシャルログインイベント」イベントページはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=389 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「スペシャルログインイベント」イベントページはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=379 
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■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」を開催します！冒険に役立つアイテムをたっぷり用

意しているので、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 

2018 年12 月20 日(木)メンテナンス後 ～ 2019 年1 月17 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 をプレイしたアカウント 

 

▽「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 説明文 

 

フェロー：黄金のバニーチェ 使用すると、フェロー「黄金のバニーチェ」を獲得できる。 

 

ラビニマン:RED(30 日) 

使用すると「ラビニマン:Red(30 日)」を獲得できる。 

[着用効果] 

・フェロー経験値 +100% 

※該当アイテムはパッケージ状態のアイテムとなり、パッケー

ジを開封した時点から30 日間限定で使用できます。 

 

24 スロットかばん 装着すると、かばんが24 スロット拡張される。 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
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▽「Re:START キャンペーン」対象 

2018 年11 月22 日(木)メンテナンス後 ～ 2018 年12 月20 日(木)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 説明文 

 

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。 

 

[所持効果] 

・獲得経験値 +300% 

・移動速度 +5% 

・全防御力 +5% 

※該当アイテムはパッケージ状態のアイテムとなっており、 

パッケージを開封した時点から30 日間限定で使用できます。 

 

テマイン装身具ボックス 

使用すると個別の出現確率に基づき、テマイン装身具を1 個獲得で

きる。 

※ボックス開封時、帰属されます。 

 

ラビニ族の純金貨x60 
所持していると、ハカナス城 勝利の大広場のNPC「ラビニバーク

レイ」のもとで様々なアイテムと交換することができる。 

 

◆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/Event/2018/53_Campaign/ 

◆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/Event/2018/53_Campaign/ 

 

 

◆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。 

 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://www.wemadeonline.co.jp/
http://www.nhn-hangame.com/

