
 

 

 

 
 
 

 
2021.3.25 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 

 

「限定フェロー製作」イベント開催！ 

お菓子なペット「甘美なグミィ」を手に入れよう！ 

 

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、2021

年3 月25 日(木)に開始したイベントや新たに実装されたフェローについてお知らせします。 

 

■「ICARUS ONLINE」今回ご紹介する情報 

1. [3/25(木)～4/22(木)] 限定フェロー製作イベント開始！材料を集めてペット「甘美なグミィ」をゲットしよう！ 

2. [3/25(木)実装] 「ウエスタンコスチューム」実装！ 

3. [3/25(木)実装] 新たな装身具「雷霆」シリーズ実装！ 

 

■「限定フェロー製作イベント」開始！材料を集めてペット「甘美なグミィ」をゲットしよう！ 

 
2021 年3 月25 日(木)メンテナンス後より「限定フェロー製作」イベントを実施いたします。 

当イベントでは期間中、ゲーム内のNPC 商店やラビニ商店から「ストロベリージュース」や「ゼラチン」、 

「砂糖」などの材料を集めて製作を行うことで限定ペット「甘美なグミィ」を獲得できます。 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
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▼開催期間 

2021 年3 月25 日(木)メンテナンス後 ～ 2021年4 月22 日(木)メンテナンス前まで 

 

▼当イベントで獲得できる限定ペット「甘美なグミィ」 

 
 

▼ペット「甘美なグミィ」のスキルを一部紹介！ 

アイコン スキル名 効果 

 

甘美なオーラ(パッシブ) 

・全ての攻撃力70%増加 

・HP50.00%増加 

・移動速度30%増加 

・ギルドポイント獲得量100%増加 

・獲得経験値50%増加 

 

食べ物の恨みは恐ろしい(パッシブ) 

被弾時10%の確率で発動し、20 秒間下記の効果を得る。 

[恨み] 

全ての攻撃力20%増加、HP 吸収確率+5%、HP吸収率+1% 

 

ベトベト注意(パッシブ) 
攻撃時4%の確率で発動し、20 秒の間 

対象の移動速度と攻撃速度、回避率が20%減少。 

 

よく噛んで食べなさい(アクティブ) 

・使用時、フェロー自身のHP10%減少 

・使用時、プレイヤーのHP10%回復 

・2 分の間全防御力4%増加 

※全防御力の増加効果は最大で5 段階まで重複します。 
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[イベント内容]  

イベント期間中、フェロー牧場内に存在するNPC「イグレット<牧場管理人>」を通じて利用できる 

「フェローコイン商店」にレシピ「ペット:甘美なグミィ」「ストロベリージュース」が追加され、 

レシピ「ペット:甘美なグミィ」は20 枚、「ストロベリージュース」は1 枚でそれぞれ交換できます。 

 

 
 

▼フェローコイン商店に追加されるイベントアイテム一覧 

アイテム 説明 

 

ペット:甘美なグミィ 

【必要材料】 

・ストロベリージュース x10 

・ゼラチン x1 

・砂糖 x1 

・結束の魔法の粉 x10 

  

右クリックし、使用すると製作リストに登録されます。 

 

ストロベリージュース 

採れたての苺をふんだんに使用したストロベリージュース。 

材料を集めると甘美なグミィを製作できる。 

なお、一部の補助材料はフェロー材料商人から購入できる。 

※上記イベントアイテムは「フェローコイン」でのみ購入することができます。 

※レシピアイテム「ペット:甘美なグミィ」を製作リストに追加するにはフェロー研究 段階4 以上が必要です。 
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また、イベント期間限定でラビニ商店のラインナップに「ゼラチン」「砂糖」が追加され、 

それぞれ30 エルンで購入することが可能です。 

 

 
 

▼ラビニ商店に追加されるイベントアイテム一覧 

アイテム 説明 

 

ゼラチン 
何の変哲もないただのゼラチン。 

材料を集めると甘美なグミィを製作できる。 

 

砂糖 
何の変哲もないただの砂糖。 

材料を集めると甘美なグミィを製作できる。 

※上記イベントアイテムはエルン販売タブでご購入いただけます。 
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フェロー研究 段階4 以上でレシピアイテム「ペット:甘美なグミィ」を製作リストに追加し、 

必要材料を所持した状態で「フェロー研究台」にて製作を行うと… 

 

 
 

限定ペット「甘美なグミィ」を製作することができます！ 

 

▼限定フェロー製作イベントの詳細はこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=594 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=571 
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■「ウエスタンコスチューム」実装！ 

2021 年3 月25 日(木)メンテナンスにて新たに「ウエスタンコスチューム」を実装いたしました。 

該当の新規コスチュームはゲーム内のラビニ商店「コスチューム」タブにて常設販売されます。 

 

▼販売期間 

2021 年3 月25 日(木)メンテナンス後 ～ 常設販売 

 

▼着用イメージ(左から男性・女性・シャリング) 

 
 

▼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=961 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=11&seq=901 
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■新たな装身具「雷霆」シリーズ実装！ 

2021 年3 月25 日(木)メンテナンスにて新たな装身具「雷霆」シリーズを実装いたしました。 

新規装身具は同日より開催中の「ICARUS DAY」イベントにて販売しております「雷霆の幸運ボックス」などから特定の確率で

獲得することができます。 

 

▼新たに実装された「雷霆」シリーズ装身具 

アイコン アイテム名 効果 

 

雷霆のリングI 

【着用効果】 

・全ての攻撃力 +20% 

・全てのクリティカルダメージ +15000 

・対人抵抗力 +15% 

 

・攻撃命中時、1%の確率で9 秒間1 秒毎に攻撃力15%の持続ダメージ 

(PvP 時は攻撃力2%の持続ダメージ) 

 

雷霆のリングII 

【着用効果】 

・全ての攻撃力 +20% 

・魔法防御力 +20000 

・対人抵抗力 +15% 

 

・攻撃成功時、3%の確率で発動され 

対象に5 秒間出血ダメージを与える 

 

雷霆のネックレス 

【着用効果】 

・対人抵抗力 +30% 

・物理攻撃力 +30% 

・魔法攻撃力 +15% 

 

・攻撃命中時、1%の確率で9 秒間1 秒毎に攻撃力15%の持続ダメージ 

(PvP 時は攻撃力2%の持続ダメージ) 

2 セット効果 

・リキャストタイム -20% 

・クリティカル防御率突破 +20% 

・攻撃成功時、5 秒間対象のクリティカル防御20000 減少 

3 セット効果 

・HP +250% 

・移動速度 +50% 

・対人攻撃力 +100% 

・攻撃成功時、5 秒間対象の対人防御力40%減少 

※当アイテムは1 レベルから着用可能で、強化・分解できません。 

※当アイテムは着用しても帰属されません。 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
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「ICARUS DAY」イベントではその他にも期間限定の特別アイテムを販売しているほか、 

期間中にゲーム内にログインすることで「ICARUS DAY ブースター(1 日)」も獲得できます。 

ぜひ期間中にゲーム内にログインして、豪華アイテムをお得にゲットしましょう！ 

 

▼ICARUS DAY 開催期間 

2021 年3 月25 日(木)メンテナンス後 ～ 2021年4 月1 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 

適用されず、2 個以上同時に所持することはできません。 
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▼「ICARUS DAY 商店」より購入できるアイテムを一部ご紹介！ 

アイテム 説明 

 

3 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) 

・特注雷霆の幸運ボックス 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 

 

[3 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) 

・特注破城の幸運ボックス 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 

 

聖鳥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)] 

・特注聖鳥の幸運ボックス x1 個 (取引不可) 

・聖鳥の幸運ボックス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 

 

雷霆の幸運ボックス 

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 

・雷霆の装身具セットボックス 

・魔法士会の装身具セットボックス 

・劫火の結晶石 

・紺碧の結晶石 

・魔神装備制作パッケージ 

 

▼ICARUS DAY イベントの詳細はこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=595 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=572 
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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。 
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