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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』 

気持ちをお届け！ホワイトデーイベント開催！ 

正式サービス開始イベントやキャンペーンも好評実施中！ 

 

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3 月8 日(木)にホワイトデーイベントを開始しました。また、引き続き

サービス開始記念イベントやキャンペーンを実施していることをお知らせします。 

 

 
 

◆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/ 
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■感謝の気持ちを届けよう！ホワイトデーイベント開催！ 

3 月8 日(木)定期メンテナンス終了後より、ホワイトデーイベントを開催しました！イベント期間中、ゲーム内にて入

手できる「愛のマカロン」をソノラ先生にプレゼントして、甘い学園生活を楽しもう♪ 

 

 
 

▽イベント期間 

2018 年3 月8 日(木)メンテナンス終了後 ～ 3 月22 日(木)メンテナンス開始前まで 

 

▽期間中手に入るプレゼント交換用アイテム 

イメージ アイテム名 アイテム説明 

 

愛のマカロン 
日々の感謝の気持ちがたっぷり詰まったマカロン。ソノラ

先生に渡すと、様々なアイテムと交換できる。 

 

▽NPCソノラのイベント商店(場所:学園広場) 
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▽「愛のマカロン」と交換できるアイテムの一部を紹介 

アイテム名 イメージ 必要個数 アイテム説明 

ホワイトデーボックス 

 

5 個 

使用すると個別の出現確率に基づき、完食時「ときめ

く告白」バフが適用されるキャンディもしくは称号

「愛の貴公子」を入手できます。 

高級なおやつボックス 

 

10 個 
開封するとペット経験値を100 増加させる「高級なお

やつ」を入手できます。 

ばらの花ボックス 

 

15 個 
開封するとカップル親密度を100 増加させる「ばらの

花」を入手できます。 

オッドアイ(アクアブルー)

ボックス 
 

70 個 
開封すると開封時のキャラクターに応じたコスチュー

ム「オッドアイ(アクアブルー)」を入手できます。 

※称号「愛の貴公子」の使用期限は2018 年3 月23 日05:00 までとなりますのでご注意ください。 

※その他、各ボックスの使用期限はイベント詳細ページをご確認ください。 

※オッドアイボックスは開封すると開封キャラクター専用アイテムとなり交換できません。開封するキャラクターを間

違えないようご注意ください。 

 

▽オッドアイ(アクアブルー)装着時のイメージ 

 
 

▽ホワイトデーイベントの詳細はこちら 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/event/10 

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/10 
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■正式サービス開始記念イベントやお得でうれしいキャンペーンを好評実施中！ 

正式サービス開始時から、ゲーム内イベントやキャンペーンを実施中！まだプレイしていない方も、今すぐ『Ar:pieL』

をプレイして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ことで、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！  

毎日ログインして、ゲームに役立つアイテムを手に入れよう！ 

 

イベント期間 2018 年3 月1 日(木)メンテナンス終了後 ～ 4 月1 日(日)5：00 まで 

 

 

▽新入生応援イベント 

 
 

正式サービス開始後の初回ログイン時に、レベルアップ応援パッケージをゲーム内でプレゼント！ 

キャラクターのレベルを上げて、豪華な報酬をゲットしよう！  

 

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 

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   

 2018/03/08 
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 

5/8 

▽購買部応援キャンペーン 

 
 

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、累計購入額に応じて様々なアイ

テムを獲得するチャンス！この機会にゲーム内アイテムを購入して、お得に学園生活を楽しんじゃおう！ 

 

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 

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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▽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」を含んで宣伝ツイートをしよう！抽選で 15 名

様に『Ar:pieL』プレイアブルキャラクターの台座付きアクリルキーホルダーセットをプレゼント！ 

 

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」を含んで宣伝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 
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開催中の各イベントやキャンペーンの詳細については公式サイトを確認しよう！また、公式 Twitter や Youtube でも

ゲーム情報をお届け中！見逃さないようにチェックしよう！ 

 

◆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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■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』『Ar:pieL』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、アバター/コミュニティサ

ービスや、スマートフォンゲームの開発、漫画/スタンプ等のコンテンツ製作、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。また、これらに関わる運営/テスト/翻訳/デザイン/CS といったサー

ビス支援も手掛ける総合エンターテインメント企業です。 
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