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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』 

第2回公式生放送の配信は2018年4月1日(日) 20:00に決定！ 

また、本日よりカップル応援イベントを開催！  

 

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 4 月 1 日(日)20:00 に第 2 回アルピエル学園放送部公式生放送の配信

を行うことが決定しました。また、本日2018 年3 月22 日(木)からカップル応援イベントを開催します。 

 

 
 

◆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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■第2回アルピエル公式生放送配信決定！楽しいコーナーやアップデート情報をお届け！ 

2018 年 4 月 1 日(日)20:00 に第 2 回アルピエル学園放送部による公式生放送の配信が決定しました！視聴者参加型

コーナーや、気になるアップデート情報など盛り沢山！さらには、視聴者に抽選でプレゼントも用意しているので、楽

しみにお待ちください！ 

 

▽番組概要 

戦闘・探索・料理や家具の製作など学園の過ごし方は貴方次第！？学園生活を楽しめるファンタジーアクション RPG

『Ar:pieL』第2 回の公式生放送が決定！2018 年3 月1 日(木)の正式サービス開始からちょうど1 ヵ月を迎える4 月

1 日(日)に初心者講座をはじめ、視聴者参加型コーナーやアップデート内容の発表などを行うので見逃さないように注

意しよう！ 

 

▽公式生放送日程 

放送日時 2018 年4 月1 日(日) 20:00～ 

出演者(敬称略) 

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) 

※放送はニコニコ生放送、YoutubeLIVE、FRESH!にて行います。 

※番組URL につきましては、公式サイトおよび公式Twitter にて後日お知らせします。 
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■学園生活で甘酸っぱい恋を楽しもう！カップル応援イベントを開催！ 

2018 年3 月22 日(木)より、カップル応援イベントを開催します！イベント期間中、カップルになったプレイヤーや、

既にカップルのプレイヤーにはゲーム内アイテムをプレゼント！探索やサークル活動だけでなく恋愛も楽しもう！ 

 

▽カップル応援イベント 

 
 

イベント期間中にカップルになる、または既にカップルになっているプレイヤーに、二人の仲を深めるのに役立つアイ

テムをプレゼントします！まだカップルになっていない人は勇気を持って告白して、カップルになろう！ 

 

イベント期間 2018 年3 月22 日(木)メンテナンス終了後 ～ 4 月5 日(木)メンテナンス前まで 

イベント対象者 期間中にカップルが成立した、または既にカップルになっているキャラクター 

アイテム配布日 2018 年4 月12 日(木)メンテナンス終了後 

※イベント期間やアイテム配布日については変更となる場合があります。 

 

▽イベント報酬で獲得できるアイテムを紹介 

イメージ アイテム名 個数 アイテム説明 

 

チョコレート 7 使用すると、カップル親密度が150 上昇する。 

※イベント期間中に破局したキャラクターについては、配布対象外になります。 

※配布されるアイテムはキャラクター単位です。複数のキャラクターでカップルが成立している場合、該当するキャラ

クターそれぞれにアイテム配布を行います。 

 

▽カップル応援イベントの詳細はこちら 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/event/11 

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/11 
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■『Ar:pieL』が街頭ビジョンに登場！？東京3地区のSEGAビジョンでPV動画配信決定！  

『Ar:pieL』の PV 紹介動画(ショートバージョン)が期間限定で東京 3 地区の SEGA ビジョンに登場します！近くにお

住まいの方は是非ご覧ください！ 

 

▽SEGAビジョン配信期間 

2018 年3 月26 日(月) ～ 4 月1 日(日) 

 

▽配信場所 

新宿 秋葉原 池袋 

 

 

 

SEGA ビジョン歌舞伎町 

東京都新宿区歌舞伎町1-21-1 

ゴジラが目印の東宝ビル前です！ 

SEGA ビジョン秋葉原 

東京都千代田区外神田1-15-9 

秋葉原電気街口を出てすぐ！ 

SEGA ビジョン池袋 

東京都豊島区東池袋1-21-1 

池袋サンシャイン通り沿い！ 

 

その他、現在開催中の各イベント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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