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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)前の生放送決定！ 

さらにオープンスクールで追加されるレイドボスなども公開！ 

 

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、オープンスクール(オープンβテスト)に先駆けて 2018 年 2 月 17 日(土)に生放

送を実施します。また、オープンスクール時に追加されるレイドボス情報などをプレスリリースにてお知らせします。 

 

 
 

◆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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■見逃し厳禁！オープンスクール(オープンβテスト)前の生放送決定！ 

2018 年2 月17 日(土)に『Ar:pieL』初となる生放送の配信が決定しました！まもなく始まるオープンスクールの情報

や『Ar:pieL』の魅力などを生放送でお届けします！生放送で初公開の新情報があるかも…お楽しみに！ 

 

 
 

放送日時 2018 年2 月17 日(土) 21:00～ 

番組URL 

ニコ生：http://live.nicovideo.jp/gate/lv311051331 

YouTube ライブストリーム：https://www.youtube.com/watch?v=3N1V5xDhjBY 

FRESH!：https://freshlive.tv/youdeal_live/191154 

出演者 

司会：みくみくみ (声優/ユエ役) 

解説：小坂崇義 (アルピエル運営プロデューサー) 

ゲスト：天野七瑠 (声優/ブレイヴン役) 

ゲスト：櫻川めぐ (声優) 

放送内容 
アルピエル学園とは？どんな学園生活が過ごせるの？ 

学園で楽しめるゲームシステムなど、気になる情報を生放送でお届け！ 

 

また、公式Twitter でもゲーム内の情報や、生放送に関する情報を公開中！こちらも要チェック！ 

 

◆『Ar:pieL』公式Twitterはこちら 

https://twitter.com/ArpieL_JP 

◆『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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■オープンスクール(オープンβテスト)で新たに登場するレイドボスを紹介！ 

入学体験会(クローズドβテスト)時に登場したレイドボス「ガマファット」に加えて、オープンスクールでは新たに「ス

ティンク伯爵」が登場！多彩な攻撃を繰り出す、ユニークなボスの情報を確認しておこう！ 

 

▽レイドボス「スティンク伯爵」 

ボス名 イメージ 説明 

スティンク伯爵 

 

種族：スカンク 

努力を全くしないせいで認められることがない、自称オペラ主演

俳優。夢を捨てきれず、自宅にオペラハウスを作り舞台公演を行っ

ているが、近隣住民の迷惑となっていることには気付いていない。 

「貴様ら…私のステージは初めてか？」 

 

▽レイドダンジョン情報 

必要コアランク 4430 

推奨挑戦人数 8 人 

必要レベル 65 レベル 

クリア回数制限 ３回 

 

▽レイドボスのビジュアルを一部紹介 
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■『Ar:pieL』に登場する先生・生徒を新たにご紹介！ 

『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。今回

はまだ紹介できていない先生や生徒を新たにご紹介します♪ 

 

・先生キャラクター 

名前 イメージ 担当 説明 

デ
ン
ジ
ャ
ー 

 

応用魔法 

戦術学 

種族：トカゲ 

生徒に肩透かしを食らわせたがるちょっと変わった先生。 

岩に変身して隠れていたり、幻影迷路を作って生徒たちを困らせる

ので、注意が必要である。変身・幻影及び強力な魔法を使え、特に

火炎爆発魔法においては彼の右に出る者はいない。 

ワ
カ
ナ 

 

体術 

種族：狐 

アルピエル学園では珍しい肉体派の先生。主に体術を使った授業を

担当している。遠い異国の衣装を身にまとい、極秘の業務を受け持

っていることが多い。最近では仕事をサボるデンジャー先生を捕ま

えに行くのが主な業務となっており、頭を悩ませている。 

ヤ
テ
ィ
リ 

 

養護教諭 

種族：蜘蛛 

激しい授業や探索中にケガをした生徒を治療している保健室の先

生。ミステリアスな大人のオーラを醸し出しており、学園には彼女

の隠れファンの生徒も多い。噂によると治療に必要な薬の調達や保

健室の管理まで、すべて彼女が行っているらしい。 
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・生徒キャラクター 

エ
メ
ラ
ル
デ
ィ
ン 

 

支援科 

種族： メリノ種(ヒツジ) 

主人公たちと同級生で、努力家なオペレーター担当生徒。オペレータ

ーの試験には堂々と合格したが、現在実習生であるため、危険な探索

を行うことはない。探索から戻ってきた生徒たちを明るく陽気な声

で迎えてくれる。 

ア
リ
シ
ア 

 

支援科 

種族： ロシアンブルー(猫) 

主人公たちの先輩で、エメラルディンと同じく支援科のオペレータ

ー担当。静かで内気な性格だが、趣味はオカルトと意外な一面も。非

常に博識で、エメラルディンの教育係を任されている。 
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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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