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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)ついに開始！ 

プレイヤーキャラクタースキルおよびダンジョンの紹介動画を公開！ 

 

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)を明日 2018 年 1 月 20 日(土)より開始するこ

とをお知らせします。また、ティザーサイトにてプレイヤーキャラクターのスキルおよびダンジョンの紹介動画を公開

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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■待ちに待った学園生活に飛び込もう！入学体験会(クローズドβテスト)開始！ 

いよいよ明日2018 年1 月20 日(土)から、入学体験会を開始します！当選者の方は下記スケジュールを確認して学園

生活を体験しよう！ 

 

▽入学体験会(クローズドβテスト)スケジュール 

開催期間 
2018 年1 月20 日(土)17:00 ～ 23:00 

2018 年1 月21 日(日)12:00 ～ 2018 年1 月22 日(月)22:00 

 

※入学体験会の参加は当選者のみとなります。あらかじめご了承ください。 

※期間中は一部使用できない機能や正式サービスとは内容が異なるものがあります。 

※プレイデータは正式サービスオープン時に引き継ぐことはできません。 

 

 

▽入学体験会(クローズドβテスト)とは 

限られた人数の参加者を募集し、正式サービスオープンに先駆けてゲームバランスの調整やサーバ負荷の検証を目的

としたテストプレイです。『Ar:pieL』を実際にプレイしていただき、お客様の生のご意見をいただきつつ、不具合の

修正等に努めますので、ご協力をお願いします。 
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■プレイヤーキャラクターのスキル紹介動画を公開！ 

2018 年 1 月 20 日(土)にティザーサイト上でプレイヤーキャラクターのスキル紹介動画を公開します。自分が使用し

たいキャラクターのアクションは動画で確認しておこう！ 

 

▽ルー 

  

 

▽ユエ 

  

 

▽カイル 
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■個性豊かな魔物が登場！？ダンジョン探索・レイドボスの紹介動画を公開！ 

2018 年 1 月 20 日(土)にキャラクタースキル紹介動画と同時にティザーサイト上で、ダンジョン探索とレイドボスの

紹介動画も公開します。可愛い魔物やユニークなボスキャラクターをチェックしておこう！ 

 

▽ダンジョン探索紹介動画 

ダンジョン内の様子をチェックしよう！ 可愛い＆ユニークなボスがいっぱい！ 

  

 

▽レイドボス紹介動画 

ボス名 イメージ 説明 

ガマファット 

 

探索で発見された「隠された地域」の廃墟をライブステージ代わり

に使用している魔物。バトル中もギターを掻き鳴らす根っからのロ

ックンローラー！「ロック！…ロックンロールベイビー！」 

 

▽レイドボスとの戦闘シーンの一部を紹介 
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■意外な過去が明らかに…プレイヤーキャラクター入学面接動画をティザーサイトにアップ！ 

2018 年1 月20 日(土)にティザーサイト内「スペシャル」項目にプレイヤーキャラクター「ルー」、「ユエ」、「カイル」

の入学面接動画をアップします！アルピエル学園に入学となった経緯とは？隠された過去とは？キャラクターの魅力

がたっぷりな面接動画をぜひ確認しよう♪ 

 

 
 

 

■紹介動画は『Ar:pieL』公式Youtubeチャンネルでも視聴可能！ 

プレイヤースキル紹介動画やダンジョン紹介動画・入学面接動画は 2018 年 1 月 20 日(土)ティザーサイトでの公開

後、『Ar:pieL』公式Youtube チャンネルでも見ることができるので、気軽にチェックしよう！ 

 

◆『Ar:pieL』公式Youtubeチャンネルはこちら 

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