
 

 

 

 
 
 

 
2020.11.12 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 

 

王国騎士応援イベント「ICAFES」第3弾が開始！！ 

その他ログインイベントも開催中！ 

 

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11 月12 日(木)に開始したイベントの情報などについてお知らせします。 

 

■「ICARUS ONLINE」今回ご紹介するイベント・更新情報 

1. [～12 月3 日(木)まで] ICAFES 第3 弾開始！ぜひこの機会に「魔神ゼルナリス」装備の製作に挑戦しよう！ 

2. [～11 月26 日(木)まで] 「11 月の出席チェック」イベント開始！ゲーム内にログインして、豪華アイテムをゲット！ 

3. [11 月12 日(木)実施] ラビニ商店の販売アイテム更新！「魔神ゼルナリス」装備の製作に必要な材料も販売中！ 
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■ICAFES 第3 弾開始！この機会に「魔神ゼルナリス」装備の製作に挑戦しよう！ 

 
 

2020 年11 月12 日(木)メンテナンス後より、王国騎士応援イベント「ICAFES」第3 弾を開始いたしました。 

今回のイベントテーマは第 2 弾と同様に「魔神ゼルナリス」シリーズ装備となっており、前回と比べて各ミッションの当選人数

や対象アイテムを増加しております。 

また、エルン商店では製作に必要な材料を手に入れられる『ICAFES「RUSH」パッケージ』などのアイテムも販売中のため、こ

の機会に魔神ゼルナリス装備製作に挑戦しましょう！ 

 

▼開催期間 

2020 年11 月12 日(木)メンテナンス後 ～ 2020 年12 月3 日(木)メンテナンス前まで 

 

▼イベント内容をご紹介！ 

(1)「魔神ゼルナリス」装備製作材料バック！ 

イベント期間中に製作を行い失敗した「魔神ゼルナリス」装備の種類に応じて、製作時に消費した50%の材料を返還いたします。 

※製作失敗時に消費した製作材料の種類や個数を基準に端数(小数点以下)を切り上げて返還いたします。 

 

(2)「魔神ゼルナリス」武器プレゼント！ 

イベント期間中に「魔神ゼルナリス」武器または騎乗武器の製作を行い、失敗した回数やその際のサーバーに応じて抽選権利が

与えられ(失敗 1 回=抽選権利 1 回分)、権利を取得したキャラクターの中から抽選でエローラとパルナ、統合サーバーそれぞれ

1 キャラクターにお好きなクラスの「魔神ゼルナリス」武器をプレゼントいたします。 

 

(3)製作成功報酬プレゼント！ 

イベント期間中に「魔神ゼルナリス」装備の製作に成功すると、その装備種に応じて「魔神ゼルナリス」装備の強化に役立つアイ

テムや各種バフアイテムなどをプレゼントいたします。 
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▼武器 / 騎乗武器 / サブ武器 部門 

アイテム 説明 

 

神話等級専用強化石 

×20 個 

強化値+10 までの装備品の強化に使用できる。 

※神話等級のアイテムのみ強化可能 

 

[強化]レッドキャンディパッケージ 

×1 個 

使用すると「[強化]レッドキャンディ」を1 個獲得できる。 

[使用効果] 

・1 時間の間強化成功率10%増加 

 

[強化]肩乗りアブラス(7 日) 

×1 個 

使用すると男女共用肩コスチューム 

「[強化]肩乗りアブラス(7 日)」を獲得できる。 

[着用効果] 

・強化成功率上昇 +5% 

 

[強化]遺物パッケージ 

×1 個 

使用すると「遺物 - 強化」を獲得できる。 

[所持効果] 

・強化成功率上昇 +10% 

※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7 時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。 

 

ホワイトチョコレート 

×5 個 

[使用効果] 

・30 分の間捕獲成功確率3%増加 

・30 分の間強化成功率3%増加 

・30 分の間製作大成功確率3%増加 

・30 分の間全ステータス30 増加 

※使用時、自身の30m 以内に存在するすべての 

 パーティメンバーにもバフが適用されます。 

 

職人の息吹 

×1 個 

[使用効果] 

・10 分の間強化成功確率10%増加 

 

職人の息吹SP 

×1 個 

[使用効果] 

・10 分の間強化成功確率12%増加 
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▼装身具 部門 

アイテム 説明 

 

HP100%回復ポーション 

×10 個 

[使用効果] 

・HP 100%回復。 

 

晩餐:聖域秘龍焼盛り合わせ 

×10 個 

[使用効果] 

・30 分の間力200 増加 

・30 分の間知能200 増加 

・30 分の間敏捷110 増加 

・30 分の間精神力160 増加 

・30 分の間体力80 増加 

 

晩餐:聖域トナカイ鍋定食 

×10 個 

[使用効果] 

・30 分の間力120 増加 

・30 分の間知能120 増加 

・30 分の間敏捷160 増加 

・30 分の間精神力110 増加 

・30 分の間体力80 増加 

 

特製かき氷 

×10 個 

[使用効果] 

・30 分の間獲得経験値15%増加 

・30 分の間全ての攻撃力5%増加 

・30 分の間全防御力5%増加 

・30 分の間全ステータス100 増加 

・30 分の間移動速度5%増加 

※使用効果は最大で3 段階まで重複します。 

 

物理ブースター(30 日) ×1 個 

[対象クラス] 

・バーサーカー 

・ガーディアン 

・アサシン 

使用すると「物理ブースター(30 日)」を獲得できる。 

[所持効果] 

・物理攻撃力 +20.00% 

・物理クリティカル +5.00% 

・物理クリティカルダメージ +200 

※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。 

 

魔法ブースター(30 日) ×1 個 

[対象クラス] 

・プリースト 

・ウィザード 

・レンジャー 

・アイドル 

・マジシャン 

使用すると「魔法ブースター(30 日)」を獲得できる。 

[所持効果] 

・魔法攻撃力 +20.00% 

・魔法クリティカル +5.00% 

・魔法クリティカルダメージ +200 

※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。 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
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防御ブースター(30 日) ×1 個 

使用すると「防御ブースター(30 日)」を獲得できる。 

[所持効果] 

・全防御力 +20% 

・HP +20.00% 

・HP 自然回復量 +20% 

※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。 

※「物理ブースター(30 日)」及び「魔法ブースター(30 日)」は対象クラスにのみ配布されます。 

 

▼王国騎士応援イベント「ICAFES」の詳細はこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=556 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=534 
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■「11 月の出席チェック」イベント開始！ゲーム内にログインして、豪華アイテムをゲット！  

 
 

2020 年11 月12 日(木)メンテナンス後より、「11 月の出席チェック」イベントを開始いたしました。 

期間中にゲーム内にログインすることで「マクバインコインx50」や「エルン30 個ボックス」などの冒険に役立つさまざまなア

イテムを獲得できます！ぜひともゲーム内にログインして、お得にアイテムをゲットしましょう！ 

 

▼開催期間 

2020 年11 月12 日(木)メンテナンス後 ～ 2020 年11 月26 日(木)メンテナンス前まで 

 

 
▲ログインすると貰える報酬のアイテム一覧。毎日ログインしてアイテムをゲットしよう！ 
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▼報酬アイテムを一部紹介！ 

日数 アイテム 説明 

1日目 
ポータル自由利用券(7 日) 

×1 個 

使用後に任意のフィールドのポータルを選択すると 

該当地域へ移動できる。 

※活性化済みのポータルのみ選択可能です。 

※ポータル自由利用券(7 日)は7日間使用でき、 

  制限期間が過ぎると自動で消滅します。 

2 日目 
スペシャルフィッシングロッド 

(3 日) ×1 個 

使用すると「スペシャルフィッシングロッド(3 日)」を 

獲得できる。 

[使用効果] 

・釣り時間減少(秒) -10 

※マスターフィッシングロッドの効果と重複します。 

3 日目 
250 レベル強化石 

×5 個 

強化段階が19 段階以下の装備品強化に利用できる。 

※キャラクターレベルより10 以上レベルが高い装備は強化不可 

4 日目 
HP100%回復ポーション 

×10 個 

[使用効果] 

・HP 100%回復。 

12 日目 
マクバインコイン 

×50 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でき

る。 

13 日目 
フェロー完全成長のポーション 

×1 個 

フェローに使用すると、該当のフェローが完全に成長するほど 

のフェロー経験値を獲得させることができる。 

※フェローのレベルがキャラクターのレベルと 

 同じである場合は経験値が上昇しません。 

14 日目 
エルン30 個ボックス 

×1 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30 個獲得できる。 

 

▼「11 月の出席チェック」イベントの詳細はこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=557 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=535 
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■ラビニ商店の販売アイテム更新！「魔神ゼルナリス」装備の製作に必要な材料も販売中！  

2020 年11 月12 日(木)メンテナンスにて、ラビニ商店の販売アイテムを更新いたしました。 

お馴染みの「エルン特別ボックス」に加え、現在開催中の王国騎士応援イベント「ICAFES」第3 弾のイベントテーマにもなって

いる「魔神ゼルナリス」シリーズ装備の製作に必要な材料も一部販売しております！ 

 

▼11 月12 日(木)販売開始アイテム 

アイテム 説明 

 

11 月のエルン特別ボックス 

使用すると以下のアイテムを獲得することができる。 

[パッケージ構成品(計2 種)] 

・エルン300 個ボックス x1 個 (取引不可) 

・恩寵の50%リバースストーン x3 個 (取引不可) 

※1 アカウントにつき3 回のみ購入可能 

 

▼11 月12 日(木)再販アイテム(購入制限リセット) 

アイテム 説明 

 

ICAFES「RUSH」パッケージ 

使用すると以下のアイテムを獲得することができる。 

[パッケージ構成品(計2 種)] 

・ICAFES「RUSH」ボックス x1 個 (取引不可) 

・マクバインコインx30 x1 個 (取引不可) 

ICAFES「RUSH」ボックスは、使用すると50%の確率で 

ICAFES「RUSH」パッケージを獲得することができる。 

※1 アカウントにつき10 回のみ購入可能 

 

ゼルナリスのソウルストーン x50 

使用すると以下のアイテムを獲得することができる。 

[パッケージ構成品(計1 種)] 

・ゼルナリスのソウルストーン x50 個 (取引不可) 

※1 アカウントにつき10 回のみ購入可能 

 

ゼルナリスの証 x10 

使用すると以下のアイテムを獲得することができる。 

[パッケージ構成品(計1 種)] 

・ゼルナリスの証 x10 個 (取引不可) 

※1 アカウントにつき5 回のみ購入可能 

 

▼2020 年11 月12 日(木)ラビニ商店ラインナップ更新の詳細はこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=1&seq=929 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=11&seq=869 
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■『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
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