
 

 

 

 
 
 

 
2020.12.24 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 

 

新コンテンツ「フェローレーシング」プレオープン開始！ 

クリスマス＆お正月に併せたイベントも開催中！ 

 

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12 月24 日(木)に開始したイベントや新コンテンツ「フェローレーシング」のプレオープンについてお知らせします。 

 

■「ICARUS ONLINE」今回ご紹介するアップデート情報 

1. [12 月24 日(木)実施] 新コンテンツ「フェローレーシング」プレオープン開始！ 

2. [～12 月31 日(木)まで] ICARUS DAY イベント開始！期間限定で購入可能な特別アイテムを販売中！ 

3. [～1 月7 日(木)まで] クリスマス＆お正月イベント開始！ミッションを達成して豪華アイテムをゲット！ 

 

■新コンテンツ「フェローレーシング」プレオープン開始！  

 
2020 年12 月24 日(木)メンテナンスにて新コンテンツ「フェローレーシング」のプレオープンを開始いたしました。 

 

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


 

 

 

 
 
 

 
2020.12.24 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 

▼フェローレーシングとは 

 
「フェローレーシング」はレベル60 より参加可能なコンテンツとなっており、専用のフェローに騎乗して3~6 名でレースを行

い、その順位に応じて「FR コイン」が獲得できます。 

「FR コイン」は、NPC「スピド男爵」のコイン交換商店より、レース専用フェローや報酬アイテムと交換することができ、プレ

オープンではレース専用フェロー2 種に加えて「特殊称号:レース初心者」の獲得が可能です。 

 

▼開催期間 

2020 年12 月24 日(木)メンテナンス後 ～ 2021 年1 月中旬頃まで (予定) 

 

▼レーサーの力となる3 種類の相棒たち 

レース専用フェロー名 説明 

 

【バランスタイプ】 

レーシングレニティ 

移動速度:12 / ブースター:4 秒の間、移動速度50%増加(再使用時間:50 秒) 

入手方法:スピド男爵から受託可能なクエストより入手可能。 

 

【スピードタイプ】 

レーシングチャカイ 

移動速度:13 / ブースター:3 秒の間、移動速度30%増加(再使用時間:40 秒) 

入手方法:「FR コイン」500 個との交換により入手可能。 

 

【ラッシュタイプ】 

レーシングポチ 

移動速度:11 / ブースター:5 秒の間、移動速度100%増加(再使用時間:30 秒) 

入手方法:「FR コイン」500 個との交換により入手可能。 
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2020.12.24 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 

▼レース場でレーサーを待ち受けているものとは… 

 
レース場の内部には「トラバサミ」等の罠が用意されています。 

引っかかってしまうと大幅なタイムロスとなってしまいますため、上手く避けつつ、ここぞというタイミングでブースタースキ

ルを使用して1 位を目指しましょう！ 

 

▼2020 年12 月24 日(木)システムアップデートの詳細はこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=2&seq=378 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=12&seq=378 

  

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=545
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=524
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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 DAY」イベント開始！期間限定で購入可能な特別アイテムを販売中！  

 
2020 年12 月24 日(木)メンテナンス後より「ICARUS DAY」イベントを実施いたします。  

このイベントでは期間限定で特別アイテムを購入できる「ICARUS DAY 商店」が登場し、さらに期間中にゲーム内へとログイン

することで「ICARUS DAY ブースター(1 日)」を獲得することができます。 

 

▼開催期間 

2020 年12 月24 日(木)メンテナンス後 ～ 2020 年12 月31 日(木)メンテナンス前まで 

 

▼期間中にゲーム内へとログインすることで獲得できるアイテム 

アイテム 説明 

 

ICARUS DAY ブースター(1 日) 

 

※1日に1個ずつ獲得することができ、 

 期間中に最大8 個まで獲得可能。 

使用すると「ICARUS DAY ブースター(1 日)」を獲得できます。 

「ICARUS DAY ブースター(1 日)」はかばんの中に所持している間、 

以下の効果が適用されます。 

 

[所持効果] 

・1 日の間製作大成功確率上昇10%増加 

・1 日の間強化成功率上昇5%増加 

・1 日の間捕獲成功確率上昇5%増加 

・1 日の間捕獲ポイント消耗30%減少 

 

※ICARUS DAY ブースター(1 日)はパッケージ状態でラビニの 

 保管箱へ届きます。また、所持効果はパッケージを開封し、 

 かばんに入った瞬間から1 日間適用され、以後自動で消滅します。 

※ブースターアイテムはかばん内に所持している状態でないと効果が 

適用されません。 

※ICARUS DAYブースター(1 日)は2 個以上同時に所持することは 

できません。 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
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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 DAY 商店」より購入できるアイテムを一部紹介！ 

アイテム 説明 

 

12月のイカデースペシャルパッケージ 

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3 種)] 

・エルン200 個ボックス x1 個(取引不可) 

・特注聖夜の幸運ボックス x1 個 (取引不可) 

・プレミアムコイン x1 個(取引不可) 

  

※1 アカウントにつき1 回のみ購入可能 

 

[12 月] 

イカデーセレクションパッケージ 

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4 種)] 

・エルン100 個ボックス x1 個(取引不可) 

・高級増加薬パッケージ x2 個(取引不可) 

・特注減衰の幸運ボックス x1 個(取引不可) 

・プレミアムコイン x1 個(取引不可) 

 

※1 アカウントにつき3 回のみ購入可能 

 

先導者のスペシャルパッケージ 

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3 種)] 

・特注先導者の幸運ボックス x1 個 (取引不可) 

・先導者の幸運ボックスx10 x1 個 (取引可能) 

・プレミアムコイン x1 個(取引不可) 

  

※1 アカウントにつき1 回のみ購入可能 

 

聖夜の幸運ボックス 

使用すると個別の出現確率に基づき、アイテムを1 個獲得できる。 

 

―目玉アイテム 

・聖夜のサンタデビ 

・劫火の結晶石 

・紺碧の結晶石 

・魔神装備制作パッケージ 

 

  

mailto:press@wemadeonline.co.jp
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2020.12.24 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 

聖夜の幸運ボックスより獲得可能な新規ペット「聖夜のサンタデビ」 

 
 

▼ICARUS DAY イベントの詳細はこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=568 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=546 

  

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

■「クリスマス＆お正月」イベント開始！ミッションを達成して豪華アイテムをゲット！ 

 
2020 年12 月25 日(金) 00:00 より「クリスマス＆お正月」イベントを実施いたします。このイベントでは週毎に異なるミッシ

ョンが出題され、ミッションを達成すると内容に応じてさまざまなアイテムをゲットすることができます。 

 

▼開催期間 

・1 週目（クリスマス編）：2020 年12 月25 日(金) 00:00 ～ 2020 年12 月31 日(木) 23:59 まで 

・2 週目（お正月編）：2021 年1 月1 日(金) 00:00 ～ 2021 年1 月7 日(木) 23:59 まで 

 

▼報酬アイテムを一部紹介！ 

・1 週目（クリスマス編）の特定ミッションを達成することで獲得できるアイテム 

アイテム 説明 

 

ホワイトチョコレート x5 個 

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。 

 

[使用効果] 

・30 分間捕獲成功確率3%増加 

・30 分間強化成功率3%増加 

・30 分間製作大成功率上昇3%増加 

・30 分間全ステータス30 増加 

 

ウィンターコスチューム(7 日) 

X1 個 

男女共用コスチューム。獲得時に帰属される。 

 

[着用効果] 

・フェロー経験値 +100% 

 

※当アイテムは受け取った時点から使用期間が経過し、 

 制限期間が過ぎると自動で消滅します。 

  

mailto:press@wemadeonline.co.jp
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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 
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・2 週目（お正月編）の特定ミッションを達成することで獲得できるアイテム 

アイテム 説明 

 

2021 年HappyNewYear 

メガネ x1 個 

2021 年を記念した男女共用アクセサリー。 

獲得時に帰属される。 

 

※着用効果なし 

 

息吹パッケージ x1 個 

使用すると以下のアイテムを全て獲得可能。 

 

[パッケージ構成品(計4 種)] 

・職人の息吹 x1 個 

・マスターの息吹 x1 個 

・コレクターの息吹 x1 個 

・流通業者の息吹 x1 個 

 

・全てのミッションの内一定数以上達成することで獲得できるアイテム 

アイテム 説明 

 

エルン30 個ボックス x1 個 使用すると「エルン」を30 個獲得できる。 

 

恩寵の50%精鋭強化石 x1 個 

アイテムを固定確率で強化して能力値を上昇できる。 

 

※固定確率は強化成功率の増加オプションに 

影響を受けません。 

※キャラクターより10 レベル以上高い装備の 

強化はできません。 

※強化の失敗時にペナルティが適用されません。 

 

▼クリスマス＆お正月イベントの詳細はこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=565 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=543 

 

その他、装備強化で豪華報酬が獲得でき、強化成功確率等がアップするワールドバフが同時開催中の「ハカナス強化祭」イベン

トや、キャンペーン期間中にゲーム内のラビニ商店で特定のアイテムをご購入いただくことでお得にアイテムを獲得できる「ラ

ビニ商店」キャンペーンなどのイベント開催中！ 
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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 

■『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
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http://icarus.hange.jp/
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