
 

 

 

 
 
 

 
2021.4.22 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 

 

天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

皆様のおかげで、正式サービス6周年！ 

フェローレーシングの本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、2021

年 4 月 22 日(木)にフェローレーシングの本実装や 6 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』正式サービス 6 周年！ 

皆様のご愛顧により、『ICARUS ONLINE』は2021 年4 月28 日(水)をもちまして正式サービス開始から6 周年を迎えます。

これに合わせ2021 年4 月22 日(木)にてフェローレーシングの本実装や、豪華アイテムがもらえる6 周年記念イベントを開始

しました。 

 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
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■フェローと共に駆け抜けろ！新コンテンツ「フェローレーシング」本実装！ 

2021 年4 月22 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」を本実装いたしました。 

「フェローレーシング」はレベル60 より参加可能なレース形式のコンテンツです。 

2～6 名でレースを行うことで順位に応じた「FRコイン」が獲得でき、集めることで 

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その他の報酬アイテムと交換ができます。 

 

なお、「フェローレーシング」に参加するためには、レベル60 以上のキャラクターで 

ハカナス城 フェロー研究所のNPC「スピド男爵」より受託可能なクエスト「フェローレースへの招待状」を完了して 

「フェローレーシング」への参加に必要なレース専用フェロー「レーシングレニティ」を手に入れる必要があります。 

 

また、今回のシステムアップデートでは、プレオープン時に実装いたしましたレース専用フェローの各種調整や 

一部仕様の変更に加えて、報酬アイテム「FR コイン」との交換で獲得できるアイテムやレース場及びレース専用フェロー、 

デイリークエストの追加等を行いました。 

 

 
 

▼フェローレーシングの詳細はこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/bbs_blog.php?c_seq=138&seq=997 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/bbs_blog.php?c_seq=138&seq=997 
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■6 周年記念イベント多数開催中！ 

2021 年4 月22 日(木)メンテナンスより、6 周年を記念したゲーム内イベントを開催しました。 

6 周年限定のアニバーサリークエストイベントや新米騎士応援＆Re:START キャンペーンなど、日ごろの感謝の気持ちを込めて

様々なイベントを多数開催しております。 

さらに、最優秀賞及び優秀賞を受賞したゲーム内画像を後日6 周年記念バナーとして公式サイトにて使用させていただく 

スクリーンショットコンテストも同時開催！この機会に ICARUS の世界を楽しみましょう！ 

 

 
 

■「6 周年記念！アニバーサリークエスト」イベント 

 

▼開催期間 

2021 年4 月22 日(木)メンテナンス後 ～ 2021年5 月20 日(木)メンテナンス前まで 

 

【イベント内容】17 連続のイベントクエストを進行してICARUS の歴史を辿ろう！ 

イベント期間中、ハカナス城 勝利の大広場にイベントNPC「祝福のキューティポヨ」や「祝福のラブリーポヨ」、「祝福のスイー

トポヨ」が出現し、該当NPCからはイベント限定クエストの受託や商店の利用ができ、クエストを進めていくことで6 周年を記

念した称号やフェロー「月の使者 キャッチャー」、「6 周年引換券」などさまざまなアイテムを獲得できます。 

なお、「6 周年引換券」はイベントNPC「祝福のスイートポヨ」に渡すことで過去の周年を記念したフェローやコスチュームと 

交換することができます！ 
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▼6 周年記念フェロー「月の使者 キャッチャー」 

 
 

▼6 周年記念！アニバーサリークエストイベントはこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=602 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=579 

 

■6 周年記念ワールドバフ「6 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ましょう！ 

 

▼開催期間 

2021 年4 月22 日(木)メンテナンス後 ～ 2021年5 月20 日(木)メンテナンス前まで 

 

▼ワールドバフ効果一覧 

アイコン バフ名 効果 

 

6 周年の祝福 

・全ステータス600 増加 

・ギルドポイント獲得量66%増加 

・移動速度66%増加 

・獲得経験値66%増加 

・強化成功率上昇16%増加 

・捕獲成功確率上昇66%増加 
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■「6 周年記念！新米騎士応援&Re:START」キャンペーン 

6 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冒険の役に立つアイテムなどをプレゼントします！ 

 

▼開催期間 

2021 年4 月22 日(木)メンテナンス後 ～ 2021年5 月20 日(木)メンテナンス前まで 

 

▼新米騎士応援キャンペーンにて獲得できるアイテムを一部ご紹介！ 

アイテム 説明 

 

フェロー:暗影のジャクドー x1 個 
使用すると、伝説等級の飛行フェロー「暗影のジャクドー」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。 

 

ネルヘスの成長型 ボウガンx1 個 

[オプション] 

・ランダムオプション 2 箇所 

・HP +1230 

・全ての攻撃力 +245 

・移動速度 +25% 

※1 レベルから着用でき、着用の際帰属されるアイテムです。 

 

初心者ペットBOX x1 個 

個別の出現確率に基づき以下のアイテムのうち 

いずれか1 つを獲得できます。 

[出現アイテム(全10 種)] 

・ペット:夜明のラビニ (取引可能) 

・ペット:空虚のラビニ (取引可能) 

・ペット:剛力のデビ (取引可能) 

・ペット:魔力のデビ (取引可能) 

・ペット:カラシャJr (取引可能) 

・ペット:ケラブJr (取引可能) 

・ペット:アグナスJr (取引可能) 

・ペット:ナイトメアJr (取引可能) 

・ペット:夜明のアシュラム (取引可能) 

・ペット:空虚のアシュラム (取引可能) 

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


 

 

 

 
 
 

 
2021.4.22 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 

▼Re:START キャンペーンにて獲得できるアイテムを一部ご紹介！ 

アイテム 説明 

 

フェロー:光のロデッシュ x1 個 
使用すると、伝説等級の地上フェロー「光のロデッシュ」を 

獲得できる。 

 

特製かき氷 x20 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。 

 

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 x2 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。 

 

■「6 周年記念！出席チェック」イベント 

6 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 

2021 年4 月22 日(木)メンテナンス後 ～ 2021年5 月20 日(木)メンテナンス前まで 
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▼6 周年記念！出席チェックイベントにて獲得できるアイテムを一部ご紹介！ 

アイテム 説明 

 

ブースター: 

時間の亀裂ブースター(29 時間) 

使用すると「ブースター:時間の亀裂ブースター(29 時間)」を 

獲得できる。 

[所持効果] 

・全ての攻撃力 +29% 

・全ての防御力 +29% 

・強化成功確率 +29% 

・捕獲成功確率 +29% 

※ブースター:時間の亀裂ブースター(29 時間)はかばんに 

入れてから29 時間使用可能。以降自動で消滅。 

※ブースターアイテムはかばんに所持している 

場合のみ発動します。 

 

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 

 

7DAY 成長促進パッケージ 

使用すると以下のアイテムを獲得できる。 

[パッケージ構成品(計2 種)] 

・[22 時間]特級成長のブースター x7 個(取引不可) 

・[22 時間]成長の栄薬 x7 個(取引不可) 

※[22 時間]特級成長のブースター、[22 時間]成長の栄薬は 

 再使用時間が「22 時間」のアイテムで、使用すると 

 それぞれ「特級成長のブースター(3 時間)」、 

 「成長の栄薬(3 時間)」を獲得できます。 

 

7DAY リバースパッケージ 

使用すると以下のアイテムを獲得できる。 

[パッケージ構成品(計3 種)] 

・[22 時間]伝説等級リバースストーン x7 個(取引不可) 

・[22 時間]リバース挑戦回数1 回復券 x7 個(取引不可) 

・恩寵の10%リバースストーン x2 個(取引不可) 

※[22 時間]伝説等級リバースストーン、 

 [22 時間]リバース挑戦回数1 回復券は 

 再使用時間が「22 時間」のアイテムです。 

 

エルン300 個ボックス 使用すると「エルン」を300 個獲得できる。 
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▼6 周年記念！出席チェック＆ワールドバフイベントはこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=603 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=580 

 

▼『ICARUS ONLINE』6 周年特設ページはこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/Event/2021/73_6th/ 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2021/73_6th/ 

 

■『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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