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学園生活が楽しめるファンタジーアクションRPG『Ar:pieL』 

オープンスクール(オープンβテスト)の事前登録受付開始！ 

また、実施中の「Twitterイベント」で『Ar:pieL』ゲーム内の 

アイテムをプレゼント！さらに抽選でWebMoneyが当たる！ 

 

株式会社WeMade Online(本社:大阪府大阪市、代表取締役:崔鍾玖、以下WeMade Online)と、NHN ハンゲーム株

式会社(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長:黄載皓、以下NHN ハンゲーム)は、Ngine Studios Corporation（本社：

韓国、代表取締役：徐載雨）が開発した PC オンラインゲーム、学園生活が楽しめるファンタジーアクション RPG

『Ar:pieL』（アルピエル）において、オープンスクール(オープンβテスト)の事前登録受付をティザーサイトにて開始

しました。また、リツイート数に応じて正式サービス時、プレイヤー全員にゲーム内アイテムをプレゼントすると同時

に、抽選でWebMoney が当たるTwitter イベントを実施していることをお知らせします。 

 

 
 

◆GAMEcom『Ar:pieL』ティザーサイトはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/ 

◆ハンゲーム『Ar:pieL』ティザーサイトはこちら 

http://arpiel.hangame.co.jp/ 
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■オープンスクール(オープンβテスト)事前登録受付開始！ 

本日、2018 年2 月9 日(金)からオープンスクール(オープンβテスト)の事前登録受付をティザーサイトにて開始しま

した！なお、事前登録の特典として事前登録者数が一定数突破するごとに、正式サービス開始時にプレゼントされる

ゲーム内アイテムが増えるので、皆で事前登録して学園生活のスタートダッシュを切る準備をしよう！ 

 

▽オープンスクール事前登録受付期間 

受付期間：2018 年2 月9 日(金)17:00 ～ 2018 年2 月21 日(水)17:00 

 

◆GAMEcom『Ar:pieL』ティザーサイトはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/ 

◆ハンゲーム『Ar:pieL』ティザーサイトはこちら 

http://arpiel.hangame.co.jp/ 

 

▽事前登録特典アイテム一覧 

事前登録者数 イメージ アイテム名 個数 アイテム説明 

2000 

 

雑貨商店呼び出しラッパ 5 個 
使用するとその場で行商人ドラーの商

店を利用できます。 

5000 

 

修理商店呼び出しラッパ 5 個 
使用するとその場で行商人ドラーの装

備修理屋を利用できます。 

8000 

 

マジカルロッカー利用券(3 日) 1 個 
使用すると 3 日間どこからでも生徒用

ロッカーにアクセスできます。 

13000 

 

アンプル生成器 1 個 
コスチュームや家具に使う染色アンプ

ルをランダムで生成できます。 

20000 

 

Ar:pieL ポスター 1 個 

オープンスクールまでに入学願書を提

出した生徒にのみ贈られる限定ポスタ

ー。 

 

※アイテム配布はオープンスクール開始時ではなく、正式サービス開始時となります。 

※アイテム配布対象はティザーサイトを通じてオープンスクールへの事前登録を行ったアカウントのみになります。 
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■規定リツイート数達成で獲得アイテムが増える「Twitterイベント」実施中！ 

現在、『Ar:pieL』公式Twitter にて期間中のリツイート数に応じて、正式サービス開始時にプレイヤー全員がアイテム

を獲得できる Twitter イベントを実施しています。また、Twitter イベント終了時のフォロワーの中から抽選で 50 名

にWebMoney500 円分のプレゼントチャンス！皆で気軽にTwitter イベントに参加しよう♪ 

 

 
 

▽Twitterイベントについて 

イベント期間 2018 年2 月9 日(金)イベントツイート投稿 ～ 2018 年2 月21 日(水)17:00 

イベント内容 

『Ar:pieL』公式Twitter 上のイベントツイートをリツイートした回数によって正式

サービス開始時に配布されるアイテムが増加します。さらに期間終了時のフォロワ

ーの中から抽選で50 名にWebMoney500 円分をプレゼント！また、フォロー+イ

ベント対象ツイートのリツイートを行っていると当選確率が2 倍に！ 

イベント対象ツイートURL https://twitter.com/ArpieL_JP/status/961857590660509696 

アイテム配布方法 正式サービス開始時、全プレイヤーにゲーム内で配布。 

WebMoneyプレゼント方法 当選された方のTwitter アカウントに随時ご連絡します。 

 

▽リツイート数達成のプレゼントアイテム一覧 
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リツイート数 イメージ アイテム名 個数 アイテム説明 

500RT 

 

シルベリオンの秘薬 10 個 使用するとHP とMP を40%、即時回復します。 

1000RT 

 

復活のコイン 5 個 
ダンジョンで戦闘不能になったときに使用すると

復活できます。 

2000RT 

 

アンプル生成器 1 個 
コスチュームや家具に使う染色アンプルをランダ

ムで生成できます。 

3000RT 

 

万能染色アンプル 1 個 
使用すると RGB 値を指定して好きな色の染色アン

プルを作成できます。 

5000RT 

 

ビューティーサロン

利用券 
1 個 瞳or 肌の色を1 回変更できます。 

 

◆『Ar:pieL』公式Twitterはこちら 

https://twitter.com/ArpieL_JP 

 

◆GAMEcom『Ar:pieL』ティザーサイトはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/ 

◆ハンゲーム『Ar:pieL』ティザーサイトはこちら 

http://arpiel.hangame.co.jp/ 
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■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 Entertainment Co.,Ltd.』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』をサービスしております。 

 

■NHN ハンゲーム株式会社 について http://www.nhn-hangame.com 

NHN ハンゲーム株式会社は、2015 年10 月1 日、NHN PlayArt 株式会社（現NHN comico 株式会社）がPC オンラ

インゲーム事業を子会社のPlayArt Fukuoka 株式会社に承継し、PlayArt Fukuoka が商号変更して生まれたエンター

テインメント企業です。オンラインゲームポータルサイト『ハンゲーム』を中核事業に、派生して展開するスマートフ

ォンゲームサービス、アバター/コミュニティサービス、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。 
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