
 

 

 

 
 
 

 
2021.5.13 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 

 

《 6周年記念イベント終了間近！ 》 

限定フェローなどを手に入れられるチャンスをお見逃しなく！ 

 

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5 月20 日(木)をもって現在開催している6 周年を記念したイベントやキャンペーンが終了することをお知らせします。 

 
 

■6 周年記念イベント終了間近！限定フェローなどを手に入れられるチャンスをお見逃しなく！ 

2021 年5 月20 日(木)をもって現在開催している6 周年を記念したイベントやキャンペーンが終了いたします。 

記念イベントの中には現状ここでしか手に入らない限定フェロー「月の使者 キャッチャー」や効果付きの称号が 

手に入るイベントもございますため、まだ手に入れていない方はこのチャンスをお見逃しなく！ 

 

  

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

■「6 周年記念！アニバーサリークエスト」イベント！限定称号&フェロー登場中！ 

イベント期間中、ハカナス城 勝利の大広場に出現するイベントNPCより17 連続のイベントを進行して、 

ICARUS の歴史を辿りながら限定フェロー「月の使者 キャッチャー」や称号「6th Anniversary」をはじめとした 

特別な報酬アイテムや装備の強化に使用できるアイテムを獲得することができます！ 

 

なお、限定フェロー「月の使者 キャッチャー」や称号「6th Anniversary」はそれぞれ以下のクエストより獲得できます。 

称号「6th Anniversary」 
5 番目のクエスト 

「[6 周年] レッツゴー！絶対凍土マトレーン！」完了報酬 

限定フェロー「月の使者 キャッチャー」 
7 番目のクエスト 

「[6 周年] 初めての大型アップデート…パルナ！」完了報酬 

 

▼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 

 

▼6 周年記念フェロー「月の使者 キャッチャー」 

 
 

▼効果付き称号「6th Anniversary」 

アイテム 説明 

 

称号:6thAnniversary 

イカロス6 周年を一緒に祝ってくれた英雄に捧げる称号 

[効果] 

・全ての攻撃力 +666 

・全防御力 +66 

・HP +666 

 

▼6 周年記念！アニバーサリークエストイベントの詳細はこちら 

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 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=602
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=579
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■「6 周年記念！スクリーンショットコンテスト」あなたの1 枚で公式サイトを彩ろう！ 

 
イベント期間中、テーマに沿ったスクリーンショットを撮影してスクリーンショット掲示板に投稿していただき、 

投稿いただいた作品の中から運営チームによる厳正な審査を行い、最優秀賞及び優秀賞、運営チーム特別賞を発表いたします。 

 

そして、審査の結果、入選されたスクリーンショットの投稿者様には豪華な賞品をプレゼントし、最優秀及び優秀賞を受賞した

スクリーンショットは後日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きます！ 

スクリーンショットは2021 年5 月20 日(木)メンテナンス前まで受付をしておりますため、 

まだ投稿されていない方は是非ご応募ください！ 

 

なお、スクリーンショットを撮影していただくにあたって、テーマは1 と2 のいずれかを満たしている必要があります。 

テーマ1 思い出 

テーマ2 6 周年 

 

▼スクリーンショット受付期間 

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 

 

▼結果発表日 

2021 年5 月27 日(木)メンテナンス時 (予定) 

 

▼6 周年記念！スクリーンショットコンテストの詳細はこちら 

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

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

 

▼『ICARUS ONLINE』スクリーンショット掲示板はこちら 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/bbs/boardList.php 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/bbs/boardList.php 

 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://icarus.gamecom.jp/Event/2021/73_6th/
http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2021/73_6th/
http://icarus.gamecom.jp/bbs/boardList.php?boardSeq=7
http://icarus.gamecom.jp/hangame/bbs/boardList.php
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■「6 周年記念！新米騎士応援&Re:START」キャンペーン！騎士よ今こそ冒険へ旅立つ時！ 

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、キャラクターの成長を

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いたします。 

受け取り方は簡単、当該キャンペーンページ内「アイテムを受け取る」ボタンよりアイテムの配布対象キャラクターを 

選択してアイテム配布を行いゲーム内で受け取るだけ！すぐにご活用いただけます！ 

 

▼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
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▼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！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/Event/2021/73_6th/ 

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

 

  

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://icarus.gamecom.jp/Event/2021/73_6th/
http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2021/73_6th/
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また、イベント期間中は獲得経験値増加効果をはじめとしたさまざまな効果を得られる特別なワールドバフが適用される 

「6 周年記念！出席チェック＆ワールドバフ」イベントや、特定のレベルに到達すると装備を強化できるアイテムなど 

様々なアイテムを受け取ることができる「6 周年記念！新米騎士レベルアップ応援」イベントが同時開催しております！ 

この機会にキャラクターを成長させてお得にアイテムをゲットしよう！ 

 

▼6 周年記念！出席チェック＆ワールドバフイベント 

 
 

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 

 

▼6 周年記念！新米騎士レベルアップ応援イベント 

 
 

GAMEcom：http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=604 

ハンゲ：http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=581 

 

■全ての騎士(プレイヤー)と、その相棒(フェロー)に最大限の感謝を。 

ICARUS ONLINEは、日頃より ICARUS ONLINE を愛し、応援してくださるプレイヤーの皆様のお陰で正式サービス開始から

6 周年を迎えました。開発/運営チーム共々、今後も皆様にご満足いただける世界を提供できますよう、これからも新たなコンテ

ンツやイベントなどを皆様にお届けしてまいります。 

 

  

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=603
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=580
http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=604
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=581
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▼『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。 

 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://icarus.gamecom.jp/Event/2021/73_6th/
http://icarus.gamecom.jp/hangame/Event/2021/73_6th/
http://icarus.gamecom.jp/
http://icarus.hange.jp/
http://www.wemadeonline.co.jp/
http://www.fukuoka.cocone.co.jp/

