
 

 

 

 
 
 

 
2020.10.15 プレスリリース 

Weｍade Online Co., Ltd. 

   

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：神農 

E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

cocone fukuoka 株式会社 担当者：宋 

E-mail： pr@nhn-hangame.com 

天地を駆けるファンタジーMMORPG 

 

ハロウィンシステムイベント「Trick or Treat！ 2020」が開催中！ 

さらに「HALLOWEEN LIMITED BOX」の販売や 

「新米騎士応援＆Re:START」キャンペーンなどが開始！ 

 

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10 月15 日(木)に「Trick or Treat！ 2020」イベントや「新米騎士応援＆Re:START」キャンペーンを開始したことを

お知らせします。 

 

■「Trick or Treat！ 2020」イベント開始！新たな限定フェロー2 種をゲットしよう！  

 

2020 年10 月15 日(木)メンテナンス後より「Trick or Treat！ 2020」イベントを実施いたします。  

クエストをクリアすると獲得できるイベントアイテムを集めて、イベント限定フェローやコスチュームなどさまざまなアイテム

をゲットしよう！ 

 

  

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


 

 

 

 
 
 

 
2020.10.15 プレスリリース 

Weｍade Online Co., Ltd. 

   

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：神農 

E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

cocone fukuoka 株式会社 担当者：宋 

E-mail： pr@nhn-hangame.com 

▼クエストをクリアすることで獲得できるアイテムを集めて、イベント限定フェローをゲット！ 

イベントNPC から受注できるクエストをクリアして、イベント限定フェローやコスチュームをゲットするためのアイテムを集め

よう！ 

イベント限定フェローとして登場する「夢幻のモウ」は、5 周年記念「フェローコンテスト」にて見事最優秀賞に選ばれたデザイ

ンを基に実装されたフェローです！アイテムを集めて、この機会にぜひゲットしましょう！ 

 

▽イベントの流れ 

1. ハカナス城の勝利の大広場にいるイベントNPC「ユウ<女の子>」と「レイ<男の子>」からイベントクエストを受注！ 

2. クエストをクリアすることで、それぞれの NPC からイベント限定フェローをゲットするために必要な「ハロウィンカード」

などをゲット！ 

3. イベントNPC「レイ<男の子>」を通じて利用できる「コイン交換商店」にて、フェロー「夢幻のモウ」やレシピ「ペット：

蘇ったアフレイド」を交換しよう！ 

 

▽開催期間 

2020 年10 月15 日(木)メンテナンス後 ～ 2020 年11 月12 日(木)メンテナンス前まで 

 

▽イベントアイテム「ハロウィンカード」との交換で手に入れられるアイテムを一部ご紹介！ 

アイテム 説明 

 

フェロー:夢幻のモウ 使用すると、伝説+等級フェロー「夢幻のモウ」を獲得できる。 

 

ペット:蘇ったアフレイド(レシピ) 

右クリックして使用すると、製作リストに登録されます。 

[必要材料] 

・奇妙なぬいぐるみ x1 

・怪しいポーション x13 

※「ペット:蘇ったアフレイド」の製作には 

フェロー研究段階4 以上が必要です。 

 

ハロウィン武器コスチューム 

男女・クラス共に共用の武器コスチューム。 

※着用しても帰属されません。 

※着用効果なし 

 

フラン犬 

男女共用の肩コスチューム。着用時に帰属されます。 

※帰属解除不可 

※着用効果なし 
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2020.10.15 プレスリリース 

Weｍade Online Co., Ltd. 

   

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：神農 

E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

cocone fukuoka 株式会社 担当者：宋 

E-mail： pr@nhn-hangame.com 

5 周年記念フェローコンテスト最優秀賞フェロー「夢幻のモウ」 

 
 

ハロウィン限定ペット「蘇ったアフレイド」 

 
 

▽「Trick or Treat！ 2020」イベントの詳細はこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=549 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=527 
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Weｍade Online Co., Ltd. 

   

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：神農 

E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

cocone fukuoka 株式会社 担当者：宋 

E-mail： pr@nhn-hangame.com 

■「HALLOWEEN LIMITED BOX」販売開始！  

2020 年 10 月15 日(木)メンテナンス後より、WEB 上で開封可能なランダムボックス、「HALLOWEEN LIMITED BOX」の販

売を開始いたしました。 

「HALLOWEEN LIMITED BOX」からは新規フェローや豪華アイテムが入手可能です！ 

 

▼獲得できるパッケージアイテムについて 

パッケージは 4 種類（特賞/A 賞/B 賞/C 賞）あり、ゲーム内で役立つさまざまなアイテムが入っています。WEB 上でボックス

を購入すると、その場でどれか1 つのパッケージが当たります！ 

その後、アイテム受け取り画面で受け取るキャラクターを選択することで、ゲーム内にアイテムとして獲得することができます。 

さらに特賞のパッケージには、今回新たに追加されたフェロー「フェロー: 邪竜ゼルベリエス」が入っています！ 

「Happy Halloween!! 特賞パッケージ」はボックスを10 回購入するまでに必ず1 回当たるので、この機会にぜひゲットしまし

ょう！ 

 

▼開催期間 

2020 年10 月15 日(木) 12:00 ～ 2020 年11 月12 日(木) 09:55 まで 
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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：神農 

E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

cocone fukuoka 株式会社 担当者：宋 

E-mail： pr@nhn-hangame.com 

▼「Happy Halloween!!特賞パッケージ」から出現する各アイテムをご紹介！ 

  アイテム 説明 

 

フェロー: 邪竜ゼルベリエス x1 個 
使用すると伝説+等級フェロー 

「邪竜ゼルベリエス」を獲得できる。 

 

エルン500 個ボックス x1 個 使用すると「エルン」を500 個獲得できる。 

 

ヤトゥマンの装身具ボックス x3個 

使用すると出現確率に基づき 

以下のアイテムから1 つを獲得可能。  

[出現アイテム(全3 種)] 

・ヤトゥマンの呪術ネックレス 

・ヤトゥマンの呪術リングI 

・ヤトゥマンの呪術リングII 

 

魔神装備制作パッケージx3 個 

使用すると魔神武器製作に必要なアイテムを獲得できる。  

[パッケージ構成品(計6 種)] 

・魔神武器レシピボックスx1 (取引不可) 

・ゼルナリスの証x12 (取引不可) 

・ゼルナリスのソウルストーンx90 (取引不可) 

・高純度アダマンチウムインゴットx700 (取引可能) 

・高純度アダマンチウム合金x300 (取引可能) 

・神聖な魔力の聖水x50 (取引可能) 

 

祝福されたリバースストーン x1個 

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100%の確率で上昇させることができる。 

- 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。 

 

[覚醒]コスチュームボックス x1 個 

使用すると出現確率に基づき 

以下のアイテムから1 つを獲得可能。  

[出現アイテム(全10 種)] 

・[覚醒]ホワイトトロピカル・[覚醒]ブルートロピカル 

・[覚醒]レッドトロピカル・[覚醒]ラブリーナイト 

・[覚醒]ICARUS 下着・[覚醒]紅の魔法陣 

・[覚醒]極寒のブルーマント・[覚醒]灼熱のレッドマント 

・[覚醒]漆黒のスクエアメガネ・[覚醒]真紅のスクエアメガネ 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
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Weｍade Online Co., Ltd. 

   

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：神農 

E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

cocone fukuoka 株式会社 担当者：宋 

E-mail： pr@nhn-hangame.com 

Happy Halloween!!特賞パッケージから獲得できるフェロー「邪竜ゼルベリエス」 

 

 

▼HALLOWEEN LIMITED BOX の販売はこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=1&seq=923 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=11&seq=863 
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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：神農 

E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

cocone fukuoka 株式会社 担当者：宋 

E-mail： pr@nhn-hangame.com 

■「新米騎士応援＆Re:START」キャンペーンが開始！  

2020 年10 月15 日(木)メンテナンス後より「新米騎士応援＆Re:START」キャンペーンを開始いたします。 

このイベントでは、期間中新たに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それぞれを対象

に、キャラクターの成長を助けるアイテムや、プレイを快適にするためのサポートアイテムをプレゼントいたします。 

 

▼キャンペーン報酬アイテム配布対象  

⚫ 【新米騎士応援キャンペーン】イベント期間中にICARUS ONLINE を初めてプレイしたアカウント  

⚫ 【Re:START キャンペーン】2020 年9 月17 日(木)メンテナンス後～2020 年10 月15 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 

 

▼開催期間 

2020 年10 月15 日(木)メンテナンス後 ～ 2020 年11 月12 日(木)メンテナンス前まで 
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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：神農 

E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

cocone fukuoka 株式会社 担当者：宋 

E-mail： pr@nhn-hangame.com 

【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 

アイテム 説明 

 

フェロー:黄金のバニーチェ x1 個 
使用すると、英雄等級の飛行フェロー 

「黄金のバニーチェ」を獲得できる。 

 

24 スロットかばん x1 個 装着すると、かばんが24 スロット拡張されます。 

 

女神の翼(7 日) x1 個 

使用すると、男女共用背中アクセサリー 

「女神の翼(7 日)」を獲得できる。 

[着用効果] 

・全ての攻撃力 +150 

・全てのクリティカル +5.00% 

・全ステータス +30 

※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7 日間限定で使用できます。 

 

[捕獲]肩乗りポヨ(7 日) x1 個 

使用すると、男女共用肩アクセサリー 

「[捕獲]肩乗りポヨ(7 日)」を獲得できる。 

[着用効果] 

・捕獲成功確率上昇 +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7 日間限定で使用できます。 

 

10 段階強化石 x3 個 
使用した武器または防具が10 段階に強化される。 

- 伝説等級以下の装備に使用可能 

 

[成長]オレンジキャンディ x10 個 

使用すると「[成長]オレンジキャンディ」を1 個獲得できる。 

[使用効果] 

・1 時間の間獲得経験値50%増加 

・1 時間の間フェロー経験値50%増加 

※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24 時間限定で使用できます。 
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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 
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E-mail： press@wemadeonline.co.jp 
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E-mail： pr@nhn-hangame.com 

・Re:START キャンペーン 

アイテム 説明 

 

フェロー:極光のレイアード x1 個 
使用すると、伝説等級の飛行フェロー 

「極光のレイアード」を獲得できる。 

 

エルン100 個ボックス x1 個 
使用すると、ゲーム内にてさまざまな用途に利用できる 

「エルン」を100 個獲得できる。 

 

アイテム強化ブースター(30 日) 

x1 個 

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。 

※所持可能個数:1 個 

 

ブースター:頂点を目指せ！(30 日) 

x1 個 

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。 

※所持可能個数:1 個 

 

[覚醒]堕天使の武器コスチューム 

x1 個 

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。 

 

マクバインコインx50 個 

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」のもとでさまざま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。 

 

▼新米騎士応援＆Re:START キャンペーンの詳細はこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=550 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=528 
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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：神農 

E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

cocone fukuoka 株式会社 担当者：宋 

E-mail： pr@nhn-hangame.com 

■『ICARUS ONLINE』公式サイトはこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/ 

ハンゲ：http://icarus.hange.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：WEMADEICARUS 

 

■コピーライト 

© WEMADEICARUS 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』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
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://icarus.gamecom.jp/
http://icarus.hange.jp/
http://www.wemadeonline.co.jp/
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