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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』 

入学体験会(クローズドβテスト)にて、 

アルピエル学園に登場する先生や生徒を紹介！ 

 

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、入学体験会(クローズドβテスト)に登場する「先生」や「生徒」の情報をティザー

サイトにて公開した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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■入学体験会で使用できるプレイヤーキャラクターのサンプルボイスを公開！ 

入学体験会で使用可能なプレイヤーキャラクターであるアルピエル学園の生徒「ルー」、「ユエ」、「カイル」の詳

細情報とサンプルボイスを公開しました。ティザーサイトにて魅力的なキャラクターボイスを聴いてみよう！ 

 

・ルー CV：内田真礼 

 
 

・ユエ CV：みくみくみ 

 
 

・カイル CV:小野友樹 
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■『Ar:pieL』に登場する個性豊かな先生・生徒をご紹介！ 

『Ar:pieL』には鳥類、爬虫類、伝説上の生き物など様々な生き物をモチーフにしたキャラクターが登場します！ 

入学体験会でプレイヤーと共に学園生活を送る、個性豊かな先生および生徒を一部ご紹介します♪ 

 

・先生キャラクター 

名前 イメージ 担当 説明 

ソ
ノ
ラ 

 

探索科 担任 

時空探索学 

種族：白鳥 

探索科の新入生たちの担任教師であり、アルピエル学園の卒業生。 

学生時代は伝説の「パルマ探索隊」の一員として活躍していた経歴が

あり、魔法の実力は折り紙付き。性格は心優しく穏やかで、いつも柔

らかな微笑みを携えながら探索に送り出した生徒達の帰りを心配そ

うに待っている。 

ベ
ン
ト 

 

探索科 副担任 

戦闘術全般 

種族：秘密 

探索科の新入生たちの副担任教師であり、アルピエル学園の卒業生。 

ソノラと同じく学生時代は「パルマ探索隊」の一員として活躍してお

り、現在は後学のための戦術研究に力を注いでいる。面倒見が良く豪

快な性格で、生徒達からは友達感覚で親しまれている。 

ロ
ブ 

 

学園長代理 

歴史学 

種族：ウサギ 

時空崩壊事件の前から生きている、歩く歴史書。 

現在はアルピエルの学園長であるプラウドが学園を離れている為、彼

が学園長代理として学園の責任者の立場を担っている。学生たちは勿

論のこと、個性派の先生たちに囲まれ日々悩みが尽きない。 

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


【Ar:pieL Press Release】 

アルピエルプレスリリース   

 2017/12/25 
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 

4/6 

ア
ン
ゴ
ラ 

 

魔法生物学 

種族：ヤギ 

新入生たちに事あるごとにちょっかいを出す嫌味っぽい性格の教師。 

帝国内でも指折りの魔法生物学者で、生物室にはアンゴラが収集した

さまざまな生物の標本が保存されている。多くの生徒達から苦手に思

われているが根は優しく、教師達からの信頼も厚い。 

シ
ャ
ム 

 

風紀・規律 

地理・社会学 

種族：シャム猫 

アルピエル学園の風紀・規律担当のお堅いキャリアウーマン。 

担当授業の他にも学生寮の割り当てや各生徒の探索先の管理など学

園内の様々な事務仕事を請け負っている。規律に厳しい性格も相まっ

て冷たいように見えるが、実際は他の誰よりも生徒想いの優しい女

性。 

 

・生徒キャラクター 

名前 イメージ 所属 説明 

ブ
レ
イ
ヴ
ン 

 

探索科所属 

主人公の先輩 

種族：クロオオカミ 

絶滅寸前のクロオオカミ種の唯一の生き残り。 

愛想良し、ヴィジュアル良し、成績良しで後輩女子から

の人気が高い。 

エリアとは特に仲が良く、主人公を含む3 人で一緒に過

ごす時間も多い。幼少期にソノラの家に孤児として引き

取られ、彼女とは家族のように育てられた。 
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エ
リ
ア 

 

支援科所属 

主人公の先輩 

種族：シカ 

主人公が学園で初めて接する支援科の謎多き先輩。 

中性的で幼い外見のため、性別や年齢はほとんどの生徒

には知られていない。性格は気が弱いように見えて意外

と胆が据わっているタイプ。 

身体が弱く、活発な人に憧れる。 

 

この他にも『Ar:pieL』には魅力的なキャラクターが多数存在します。どんなキャラクターと出会えるかは 2018 年 1

月20 日(土)から始まる入学体験会を楽しみにお待ちください！ 

 

 

■『Ar:pieL』入学体験会の参加者募集は2018年1月9日(火)17:00まで！ 

現在、『Ar:pieL』では入学体験会の参加者を募集しています。参加人数は「GAMEcom」と「ハンゲーム」の応募者の

中から抽選で3,000 人となり、「一般枠」または「ブロガー/配信枠」どちらかを選択できます。まだ応募されていない

方は、今すぐ応募しよう！ 

 

【入学体験会スケジュール】 

・募集期間：2017 年12 月18 日(月)17:00～2018 年1 月9 日(火)17:00 まで 

・当落発表：2018 年1 月16 日(火)17:00 

・実施期間：2018 年1 月20 日(土)17:00～23:00/2018 年1 月21 日(日)12:00～1 月22 日(月)22:00 まで 

 

※注意事項 

・応募は応募経路に関わらず1 アカウント1 回のみ可能です。 

・同一 IP からの重複応募は、当選対象から除外する場合がございます。 

・予期せぬ事態の発生等の原因により、入学体験会(クローズドβテスト)の実施期間は変更される場合がございます。 

 

◆GAMEcom『Ar:pieL』入学体験会(クローズドβテスト)の詳細はこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/ 

◆ハンゲーム『Ar:pieL』入学体験会(クローズドβテスト)の詳細はこちら 

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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