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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』 

ついにオープンスクール(オープンβテスト)開始！ 

新キャラクターやイベントなど『Ar:pieL』の魅力を改めてご紹介！ 

 

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、2018 年2 月22 日(木)にオープンスクール(オープンβテスト)を開始したことを

公式サイトにて公開しました。また、新キャラクターの追加や開始イベントなど『Ar:pieL』の魅力をお知らせします。 

 

 
 

◆GAMEcom『Ar:pieL』公式サイトはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/ 

◆ハンゲーム『Ar:pieL』公式サイトはこちら 

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

  

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://arpiel.gamecom.jp/
http://arpiel.hangame.co.jp/


【Ar:pieL Press Release】 

アルピエルプレスリリース   

 2018/02/22 
WeMade Online Co., Ltd. & NHN hangame Corp. 

 

 
【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：株式会社 WeMade Online  

担当者：石黒/E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

ハンゲームでのサービスについてのお問い合わせ：NHN ハンゲーム株式会社 

担当者：宋/E-mail： pr@nhn-hangame.com 

2/10 

■ついにオープンスクール(オープンβテスト)が開始！魅力的なキャラクターで遊び尽くせ！ 

本日、2018 年 2 月 22 日(木)に公式サイト公開と同時に、オープンスクールを開始しました！オープンスクールは

GAMEcom またはハンゲームの会員ID をお持ちなら誰でも参加が可能で、作成したキャラクターデータは正式サービ

スに引き継げます！一緒に始める仲間と共に学園生活を遊び尽くそう！ 

 

▽新キャラクター「バイン」 

 
 

固い皮膚が特徴的な「センザンコウ」の獣人で、騎士の一門ホワイトホールド家の一族。性格は明るく真面目で、お

金にどん欲。家族を失った辛い経験から、ホワイトホールド家の復興とみんなを守る力を身につける為、アルピエル

学園に入学する。 

 

▽バインの特徴 

盾を攻撃と防御の両面で自由自在に活用して戦います。盾を投げ道具として使用したり、防御陣を展開し探索隊メン

バーを支援することができます。 
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▽新キャラクター「アイリーン」 

 
 

ウサギの獣人で、一見可愛らしいごく普通の女の子に見えるが、実はウサギ族の神「アルビナ」の祝福を受けて生ま

れた特別な存在。過去に大切な親友を失っており、親友を蘇らせる魔法を身につける為、アルピエル学園に入学す

る。 

 

▽アイリーンの特徴 

アイリーンは光の魔法を使用した多彩なスキルと、回復魔法による後方からの攻撃と支援を得意としています。ま

た、花を使用した華やかなスキルを使用して戦うのも特徴です。 
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▽オープンスクールで使用可能なキャラクター 

 
 

オープンスクールでは入学体験会(クローズドβテスト)で使用できた「ルー」「ユエ」「カイル」に新たな２人のキャラ

クター「アイリーン」「バイン」を加えた計５人を使用できます。 
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▽テーマダンジョン 

４種のテーマダンジョンそれぞれに特徴があり、登場する魔物も様々♪最大レベルは65 までプレイ可能！ 

新入生の探索練習地域「ブリーズガーデン」 魔力変異した農地「レッドファーム」 

  

ゴブリンの労働場「コバルコタール洞窟」 寺院がそびえる修練の地「ジェルディカ峡谷」 

  

 

▽登場レイドボス 

オープンスクールでは「ガマファット」と「スティンク伯爵」の2 体が登場！ 

孤高のロックンローラー「ガマファット」 近所迷惑なオペラ俳優「スティンク伯爵」 
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■オープンスクール開始記念！ゲーム内イベントを実施中！ 

オープンスクール開始を記念して、ゲーム内イベントを実施中！アルピエル学園での生活をより楽しむため、イベント

に参加してアイテムを手に入れよう！  

 

▽在校時間ボーナスイベント 

 
 

イベント期間中、その日のゲーム内への累計ログイン時間が一定時間を超えるたびに、その場でプレゼントアイテムを

受け取れます！ 

 

イベント期間 2018 年２月22 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2018 年２月28 日(水)23：59 まで 

イベント対象 期間中に一定時間以上『Ar:pieL』ゲーム内にログインしたアカウント 
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・在校時間ボーナスイベントの報酬一覧 

累計ログイン時間 アイテムイメージ 報酬アイテム名 個数 交換可否 

30 分 

 

中級HP 治療剤 10 

不可 

60 分 

 

下級MP 活性剤 10 

90 分 

 

復活のコイン 3 

120 分 

 

ペットのおやつ 10 

150 分 

 

アンプル生成器 1 

※当イベントにおける日付の切り替えは毎日05:00 を基準に行われます。 

※毎日の累計ログイン時間に応じたプレゼントアイテムは、アカウント単位で 1 日に 1 種類ずつ受け取れます。プレ

ゼントを添付したゲーム内メールはアカウント内のすべてのキャラクターから閲覧できますが、受け取りは 1 人のキ

ャラクターでしか行えません。 

 

▽在校時間ボーナスイベントの詳細はこちら 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/event/2 

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/2 

 

  

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://arpiel.gamecom.jp/board/event/2
http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/2


【Ar:pieL Press Release】 

アルピエルプレスリリース   

 2018/02/22 
WeMade Online Co., Ltd. & NHN hangame Corp. 

 

 
【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：株式会社 WeMade Online  

担当者：石黒/E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

ハンゲームでのサービスについてのお問い合わせ：NHN ハンゲーム株式会社 

担当者：宋/E-mail： pr@nhn-hangame.com 

8/10 

▽春の大収穫祭イベント 

オープンスクール開始後の週末、2018 年２月 24 日(土)と２月 25 日(日)の 1 時間に 1 回、ゲーム内の「巨大な採集

物」がランダムで出現します！「巨大な採集物」からは珍しい素材をゲットできるので、みんなでいっぱい採集を行っ

て、製作材料を大量獲得しよう！ 

 
 

イベント期間 2018 年２月24 日(土)、２月25 日(日) 

巨大な採集物 

出現時間 

1 回目 17:30 頃 

2 回目 18:30 頃 

3 回目 19:30 頃 

4 回目 20:30 頃 

5 回目 21:30 頃 

6 回目 22:30 頃 

7 回目 23:30 頃 

 

・巨大な採集物とは？ 

イメージ 説明 

 

ゲーム画面左上に表示されている「時刻表」に応じて特定の時間のみフィールド上に出

現する、通常の採集物に比べて珍しい材料アイテムの出現率が高い採集物です。大きい

ため、採集を一人で行うにはものすごく時間が掛かりますが、仲間と共にみんなで採集

することで時間を短縮できます。 

 

▽春の大収穫祭イベントの詳細はこちら 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/event/1 

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/1 
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ゲーム内情報や各種掲示板、イベントの詳細などについては公式サイトでも確認できます！ 

また、入学面接動画やお得な『Ar:pieL』の情報などは公式Youtube やTwitter をチェックしよう！ 

 

◆GAMEcom『Ar:pieL』公式サイトはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/ 

◆ハンゲーム『Ar:pieL』公式サイトはこちら 

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

 

 

◆『Ar:pieL』公式Youtubeチャンネルはこちら 

https://www.youtube.com/channel/UCTR8SEgkkJ8p5X-MpJEcMDw 

◆『Ar:pieL』公式Twitterはこちら 

https://twitter.com/ArpieL_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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