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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』 

本日、2018年3月1日(木)正式サービス開始！ 

記念イベントやリアルグッズが当たるTwitterキャンペーンを実施！  

 

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、本日2018 年3 月1 日(木)に正式サービスを開始したことをお知らせします。ま

た、正式サービス開始記念イベントやリアルグッズが当たるTwitter キャンペーンを同時に実施します。 

 

 
 

◆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/ 
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■盛り沢山！正式サービス開始記念！ゲーム内イベントやキャンペーンを実施中！ 

オープンスクール開始に引き続き、正式サービス開始を記念してゲーム内イベントやキャンペーンを実施します！新し

く始まるアルピエル学園での生活をより楽しむため、積極的にイベントやキャンペーンに参加しよう！  

 

▽開校記念出席簿イベント 

 
 

イベント期間中にゲームへログインすると、累計ログイン日数に応じて毎日ゲーム内アイテムが貰えます！  

毎日忘れずに出席して、お得なゲーム内アイテムをゲットしよう！ 

 

イベント期間 2018 年3 月1 日(木)メンテナンス終了後 ～ 3 月29 日(木)メンテナンス開始前まで 

イベント対象 期間中に『Ar:pieL』ゲーム内にログインしたキャラクター 

 

▽出席簿報酬で貰えるオススメアイテムの一部を紹介 

アイテム名 イメージ 個数 アイテム説明 

万能ヘア染色アンプル 

 

1 個 
使用するとRGB 値を指定して好きな色のヘア染色アン

プルを作成できます。 

追憶の翼(30 日) 

 

1 個 
30 日間限定で着用できる、翼を象った背中コスチュー

ムです。 

※受け取りはアカウント単位となります。受け取るキャラクターを間違えないようにご注意ください。 

※１日の出席切り替えタイミングは05:00 となります。 

 

開校記念出席イベントについての詳細はこちら 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/event/6 

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/6 
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▽新入生応援イベント 

 
 

3 月1 日(木)の正式サービス開始後、初回ログイン時に、レベルアップ応援パッケージアイテムをゲーム内にてプレゼ

ント！今すぐ『Ar:pieL』をプレイして、キャラクター育成を楽しもう♪  

 

イベント期間 2018 年3 月1 日(木)メンテナンス終了後 ～ 3 月29 日(木)メンテナンス開始前まで 

イベント対象 3 月29 日(木)メンテナンス開始前までに作成されたアカウント 

 

▽レベルパッケージ 

・初回報酬内容 

アイテム名 イメージ 個数 アイテム説明 

称号：第一期生 

 

1 個 アルピエル正式サービス開始時に入学した証。どこか誇らしい。 

アルピエル学園応援

パッケージ[10Lv] 
 

1 個 
戦闘レベルが10 レベルになると開封できるパッケージアイテムで

す。 

※アルピエル学園応援パッケージ[10Lv]を 10 レベル到達後に開封すると、次の Lv パッケージアイテムが手に入りま

す。 

※Lv パッケージアイテムはアカウント単位の配布となります。 

 

 

▽新入生応援イベントの詳細はこちら 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/event/5 

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/5 
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▽購買部応援キャンペーン 

 
 

『Ar:pieL』の「購買部」からお得な情報をお知らせ♪キャンペーン期間中に Y.P を使用してゲーム内の「購買部」で

アイテム購入を行うと、購入累計額に応じて素敵なアイテムをプレゼント！この機会にゲーム内アイテムを購入して学

園生活を満喫しよう！ 

 

イベント期間 2018 年3 月1 日(木)メンテナンス終了後 ～ 3 月15 日(木)メンテナンス開始前まで 

イベント対象 期間中にY.P を使用してゲーム内「購買部」でアイテム購入をされたアカウント 

アイテム配布日 2018 年3 月22 日(木)定期メンテナンス時 

 

■キャンペーン報酬について 

キャンペーンの報酬については購入累計額となります。 

 

例： 

・6,000Y.P 分の購入を行ったお客様に配布される報酬 

1,000Y.P 購入報酬アイテムｘ1、3,000Y.P 毎の購入報酬アイテムｘ2、5,000Y.P 毎の購入報酬アイテムｘ1 の全て

を獲得。 

 

・12,000Y.P 分の購入を行ったお客様に配布される報酬 

1,000Y.P 購入報酬アイテムｘ1、3,000Y.P 毎の購入報酬アイテムｘ4、5,000 Y.P 毎の購入報酬アイテムｘ2、10,000 

Y.P 毎の購入報酬アイテムｘ1 の全てを獲得。 

 

■報酬の配布キャラクターについて ※重要※ 

アイテム配布日の3 月22 日(木)定期メンテナンス時にアカウントの「代表キャラクター」へ配布を行います。「代表

キャラクター」は公式サイトの「生徒手帳」ページにて設定できます。 
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■キャンペーン購入額と報酬一覧 

累計購入金額 アイテム名 イメージ 個数 アイテム説明 

1,000Y.P 子ポリの巣ボックス(無期限) 

 

1 個 
使用したキャラクターに応じた「子ポリの

巣」の頭コスチュームを獲得できる。 

3,000 Y.P 毎 

魔力核硬化剤 

 

3 個 
強化段階 10 以下の装備強化時に使用で

き、成功確率が増加します。 

錬金術師の石  

100 個まとめボックス 
 

1 個 
使用すると錬金術師の石を 100 個獲得で

きます。 

5,000 Y.P 毎 

祝福の聖油 

 

2 個 
強化段階 10 以下の装備強化時に使用で

き、大成功確率が増加します。 

銀の品質保証印 

 

1 個 
装備・コスチューム・家具の取引可能回数

を1 回復させます。 

10,000 Y.P 毎 クレオの特性訓練用魔導機 

 

4 個 
全てのペットを限界突破させることがで

きます。 

※Y.P を使用してアイテムを購入したお客様が対象となります。Y.P を購入しただけではキャンペーンの対象とはなり

ませんのでご注意ください。 

※配布はアカウント内の１キャラクターのみとなるので、代表キャラクターの設定をお願いします。 

 

 

▽購買部応援キャンペーンの詳細はこちら 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/event/8 

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/8 
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▽Twitterハッシュタグキャンペーン 

 
 

イベント期間中にTwitter でハッシュタグ「#アルピエル学園広報部」を付けて、宣伝ツイートを行った方の中から抽

選で15 名様に『Ar:pieL』プレイアブルキャラクターたちの台座付きアクリルキーホルダーをプレゼント！ 

 

イベント期間 2018 年3 月1 日(木)ツイート投稿後 ～ 3 月18 日(日)23:59 まで 

イベント対象 期間中にハッシュタグ「#アルピエル学園広報部」付きでツイートを行った方 

当選通知 当選された方のTwitter のダイレクトメッセージ(DM)に随時ご連絡します。 

グッズの発送 3 月下旬 ～ 4 月上旬予定 

 

 

▽Twitterハッシュタグキャンペーンの詳細はこちら 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/event/7 

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/7 
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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。 

 

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

