
 

 
 
 

 
2020.4.28 プレスリリース 

Wemade Online Co., Ltd. & cocone fukuoka corp. 

天地を駆けるファンタジーMMORPG 

 

 

皆様のおかげで、正式サービス5周年！ 

フェローコレクションの新機能実装や記念イベントなど多数開催中！ 

 

株式会社Wemade Online(本社:東京都千代田区、代表取締役:崔 鍾玖、以下Wemade Online)と、cocone fukuoka 株式会

社(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長：申 尚澈、以下ココネ fk)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、

2020 年 4 月 28 日（火）に正式サービス開始から 5 周年を迎え、フェローコレクションの新機能実装や 5 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実施したことをお知らせします。 

 

 
 

■『ICARUS ONLINE』5周年記念イベント詳細はこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/Event/2020/64_5th/ 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2020/64_5th/ 

 

■『ICARUS ONLINE』公式サイトはこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/ 

ハンゲ：http://icarus.hange.jp/ 

  

http://icarus.gamecom.jp/Event/2020/64_5th/
http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2020/64_5th/
http://icarus.gamecom.jp/


 

 
 
 

 
2020.4.28 プレスリリース 

Wemade Online Co., Ltd. & cocone fukuoka corp. 

■『ICARUS ONLINE』正式サービス5 周年！ 

皆様のご愛顧により『ICARUS ONLINE』は2020年4月28 日(火)に正式サービス開始から5周年を迎えました！ 

これを記念して、同日にフェローコレクションの新機能実装や、豪華アイテムがもらえる5周年記念イベントを開始する 

アップデートを実施しました。 

 

■フェローコレクションに新機能「フェロー秘伝書」実装！ 

今回フェローコレクションに実装された新機能「フェロー秘伝書」では、各地域に生息するフェローを捕獲し 

指定されたレベルまで育成すると、該当のフェローと引き換えにコレクション内のアイコンを点灯させることができます。 

「フェロー秘伝書」にあるコレクション内の全フェローアイコンを全て点灯させることで、 

報酬としてキャラクターのステータスや各種確率等、様々な恩恵を得ることができます。 

 

今までの「地域コレクション」や「スペシャルコレクション」と異なり、コレクションするためには指定されたレベルまで 

フェローレベルを上げなければならず、またコレクションに使用したフェローは解放されてしまうため 

コレクションの難易度は高くなりますが、報酬として獲得できるキャラクターのステータスや各種確率の増加効果は 

制限なく常時適用されるため、今後の冒険に役立つシステムとなっています。 

 

 

  



 

 
 
 

 
2020.4.28 プレスリリース 

Wemade Online Co., Ltd. & cocone fukuoka corp. 

■5 周年記念イベント多数開催！ 

2020年4月28日(火)より、5周年を記念したゲーム内イベントを開始しました。 

今回は新米騎士応援＆Re:START キャンペーンや5周年限定のシステムイベントクエストなど、 

日ごろの感謝の気持ちを込めて様々なイベントを多数実施します。 

 

さらに、最優秀賞に見事選ばれた作品を後日実際にフェロー化してゲーム内に実装させていただく 

オリジナルフェローコンテストも開催！この機会に ICARUS の世界を楽しみましょう！ 

 

 

  



 

 
 
 

 
2020.4.28 プレスリリース 

Wemade Online Co., Ltd. & cocone fukuoka corp. 

◇5周年限定システムイベント「ギガ・カラシャ暴走阻止作戦！」 

イベント限定クエストを達成して、強力なブースターや各種アイテムをゲットしよう！ 

期間中、ハカナス城 勝利の大広場にイベント NPC「ベルゼロス<ハカナス守護神竜>」が出現します。 

該当NPC からはイベント限定クエストを受諾でき、クエストを進めていくことで強力なブースターアイテム 

「ベルゼロスの力の欠片」や「ギガ・カラシャ討伐ボックス」、「ベルゼロス幸運ボックス」を獲得できます。 

 

「ギガ・カラシャ討伐ボックス」からは冒険に役立つ様々なバフアイテムを、 

「ベルゼロス幸運ボックス」からは神話等級「魔神ゼルナリス」武器やその製作に必要なアイテムをそれぞれ受け取れます。 

また、イベントでは他にも5周年記念フェロー「メカ・カラシャ Mk-II」の捕獲に利用できる証アイテムも獲得でき、 

報酬は盛りだくさんです！ 

 

▼開催期間 

2020年4月28日(火)メンテナンス終了後 ～ 2020年5月28日(木)メンテナンス開始前まで 

 

▼5周年記念フェロー「メカ・カラシャ Mk-II」 
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Wemade Online Co., Ltd. & cocone fukuoka corp. 

◇5周年記念ワールドバフ「5周年の祝福」 

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。 

この機会にキャラクターの育成を進めよう！ 

 

▼開催期間 

2020年4月28日(火)メンテナンス終了後 ～ 2020年5月28日(木)メンテナンス前まで 

 

バフ名 効果 

5周年の祝福 

・全ステータス 500増加 

・キャストタイム50.00%減少 

・リキャストタイム50.00%減少 

・移動速度 55%増加 

・獲得経験値 55%増加 

・強化成功率上昇 15%増加 

・捕獲成功確率上昇 55%増加 

 

  



 

 
 
 

 
2020.4.28 プレスリリース 

Wemade Online Co., Ltd. & cocone fukuoka corp. 

◇「5周年記念！新米騎士応援&Re:START」キャンペーン 

5 周年を記念して新たにICARUS ONLINE 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を助けるアイテムや、便利なアイテムをプレゼントします！ 

 

▼開催期間 

2020年4月28日(火)メンテナンス終了後 ～ 2020年5月28日(木)メンテナンス前まで 

 

▼プレゼントアイテム一部紹介 

・新米騎士応援キャンペーンのプレゼントアイテム 

アイテム 効果 

 

フェロー:満月のピスカ 
使用すると、英雄等級の地上フェロー 

「満月のピスカ」を獲得できる。 

 

フェロー:飛翔のエビティア(30日) 
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)」を獲得できる。 

 

ラビニマン:Red(30日) 

使用するとコスチューム「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。 

 

10 段階強化石 
使用した武器または防具が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。 

 

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。 

※ブースターアイテムはかばんに所持している状態でないと効果が適用されません。 

 

  



 

 

 

・Re:START キャンペーンのプレゼントアイテム 

アイテム 効果 

 

フェロー:三日月のアイルロ 
使用すると英雄等級の地上フェロー「三日月のアイルロ」を 

獲得できる。 

 

アイテム強化ブースター(30日) 

使用すると「アイテム強化ブースター(30日)」を獲得できる。 

[所持効果] 

・強化成功率上昇 +20% 

※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。 

※ブースターアイテムはかばんに所持している状態でないと効果が適用されません。 

 

マクバインコインx50 

所持していると、ハカナス城 勝利の大広場の NPC 

「ジョンマクバイン」のもとで様々なアイテムと交換可能な 

「マクバインコイン」を50個獲得できる。 

 

[覚醒]堕天使の武器コスチューム 
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。 

 

 

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。 

※ブースターアイテムはかばんに所持している状態でないと効果が適用されません。 

 

  



 

 

◇「5周年記念！出席チェック」イベント 

5 周年を記念して4週間の特大出席チェックイベントを開催いたします！ 

イベント期間中、ゲームにログインした際に「出席チェック」が表示され、 

出席チェックアイコンをクリックすることで、ログイン報酬アイテムを獲得することができます。 

この機会に毎日ゲーム内にログインして、豪華アイテムを手に入れよう！ 

 

▼開催期間 

2020年4月28日(火)メンテナンス終了後 ～ 2020年5月28日(木)メンテナンス前まで 

 

▼ログイン報酬アイテム一部紹介 

アイテム 効果 

 

[+5]伝説封印石抽出スティック 

アイテムに装着されている伝説等級以下の 

封印石を抽出するスティックで、 

伝説等級以下のフェローにのみ使用できます。 

※抽出時、強化段階+5レベルの状態でフェローインベントリに登録されます。 

 

奇跡の証ボックス 

個別の出現確率に基づき、所持していると100%の確率で 

フェローを捕獲できる証を1つ獲得できる。 

【出現する奇跡の証に対応するフェロー(全9種)】 

ナフニス/アンタレス/スピルン/ヘスティン/アンテラ 

アルティウム/ハデス/ベノティエ/トルガイ 

 

オフイベフェロー限定ボックス 

使用すると一定確率で、以下いずれかの 

フェローを獲得できる。 

【出現するフェロー(全 10種)】 

剛食のクルス/紅刃のグレイアス/突然のレイニィ 

赤い翼のレドス/藍水晶のルテラン/深海のゼリオン 

赤甲のヘルメト/紅のギルガンティア 

流銀のパルヴィア/通天のバルガス 

 

[コレクション] 

伝説フェロー変更呪文書 

フェローインベントリ内のペットを騎乗可能な 

フェローへと変更することができる呪文書です。 

変更したフェローのフェローコレクションが点灯します。 

※騎乗状態が存在しないペットには使用出来ません。 

※使用した際、フェロー捕獲等の偉業は達成されません。 

 

■『ICARUS ONLINE』5周年記念イベント詳細はこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/Event/2020/64_5th/ 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2020/64_5th/ 

 

■『ICARUS ONLINE』公式サイトはこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/ 

ハンゲ：http://icarus.hange.jp/ 
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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 
 

ハンゲ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：小坂 

E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

cocone fukuoka 株式会社 担当者：森 

E-mail： ml_press@fk.cocone.co.jp 

■『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 / cocone fukuoka 

開発：WEMADEIO 

 

■コピーライト 

© WEMADEIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 

© Wemade Online Co., Ltd. All Rights Reserved. 

© cocone fukuoka 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 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』『Ar:pieL』をサービスしております。 

 

■cocone fukuoka 株式会社 について http://www.fukuoka.cocone.co.jp/ 

cocone fukuoka株式会社はオンラインゲームポータルサイト『ハンゲ』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
http://www.wemadeonline.co.jp/

