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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』 

4/12(木) の1次アップデートにて新キャラクター「ハンナ」が入学！ 

また、本日よりハンナ入学記念プレゼント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、2018 年4 月12 日(木)に行う1 次アップデートにて、新キャラクター「ハンナ」

が実装することをお知らせします。また、本日2018 年4 月5 日(木)より、ハンナ入学記念プレゼントキャンペーンを

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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■黒炎に舞う真紅の瞳－「ハンナ・カルティア」が入学決定！ 

2018 年 4 月 12 日(木)メンテナンス後に新キャラクター「ハンナ・カルティア」がアルピエル学園に入学します！ハ

ンナの魅力や戦闘の特徴を一足先にご紹介♪ 

 

▽プロフィール 

名前：ハンナ・カルティア 

武器：弓術・黒魔法 

学科：戦術科 

 

代々高い知能と優れた戦闘能力を持つイヌワシの一族であり、中級貴族カルティア家の令嬢。 

両親は共に帝国に仕える騎士団「白銀の騎士団」のエース団員であり、将来エリートの血筋に恥じぬ戦士となるよう幼

少期から厳しすぎるほどの教育を受けて育つ。 

 

▽ハンナ・カルティア学生証 
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■使用武器について 

ハンナは弓術と黒魔法を得意とするキャラクターです。華麗な弓捌きでモンスターを攻撃しつつ、黒魔法による攻撃で

モンスターを圧倒します！ 

多彩な弓術でフィールドを制圧しよう！ 黒魔法による攻撃はド派手で強力！ 

  

 

■ハンナ固有スキル『シャドウイリュージョン』 

[黒魔法]と表記されたスキルを発動中に、[イリュージョン]と表記されたスキルを発動すると、ハンナの残像が出現し

ます。すると現れたハンナの残像が[黒魔法]スキルを発動させつつ、ハンナ自身は自由に行動できるようになります。

シャドウイリュージョンを駆使して、華麗に戦場を駆け回ってみよう！ 

[黒魔法]スキル使用中に[イリュージョン]スキルを使用 シャドウイリュージョン 

   

 

その他、キャラクターストーリーや面接動画は特設サイトでたっぷりご紹介！見逃さないようにチェックしておこう！ 

 

▽ハンナ特設サイトページはこちら 

GAMEcom： http://arpiel.gamecom.jp/event/01_update/ 

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/event/01_update/ 
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■ハンナ入学記念プレゼントキャンペーンを実施中！ 

『Ar:pieL』では 1 次アップデートでのハンナ入学を記念してプレゼントキャンペーンを実施します！キャンペーンに

参加するとハンナ専用のコスチュームをプレゼント！また、参加したアカウントの中から抽選で 400 アカウントを対

象にボーナス2500Y.P が当たるので、この機会にキャンペーンに参加しよう！ 

 

 
 

イベント期間 2018 年4 月5 日(木)メンテナンス後 ～ 4 月19 日(木)メンテナンス前まで 

イベント対象者 キャンペーンページ内の「キャンペーンに参加する」ボタンをクリックしたアカウント 

アイテム配布日 2018 年4 月12 日(木)メンテナンス後 

ボーナスY.P配布について 
2018 年 4 月 26 日(木)メンテナンス以降、当選者のアカウントへ直接付与を行い連絡帳

にて当選通知をします 

※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。 

 

▽プレゼントアイテム 

「従者のコスチューム – ハンナ」セット 
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▽Twitterにてリツイートキャンペーンも同時開催！ 

ハンナ入学プレゼントキャンペーンと同時に、公式Twitter にてキャンペーンツイートをリツイート+リプライしたフ

ォロワーの中から抽選で50 名様にAmazon ギフト券1000 円分をプレゼント！皆でキャンペーンに参加しよう！ 

 

 
 

イベント期間 2018 年4 月5 日(木)メンテナンス後 ～ 4 月19 日(木)10:00 まで 

イベント対象者 期間中に対象ツイートをリツイート＆リプライしたAr:pieL 公式Twitter アカウントをフォロー

しているアカウント 

アイテム配布方法 当選者のTwitter アカウントにダイレクトメール(DM)にてギフトコードを送付します 

アイテム配布日 2018 年4 月26 日(木)メンテナンス以後、随時配布します 

※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。 

※事前にTwitter のDM 受け取り設定をご確認ください。 

 

▽ハンナ入学記念プレゼントキャンペーンおよびリツイートキャンペーンの詳細はこちら 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/event/15 

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/15 
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■ハンナ入学直前！Weekly missionイベントを開催！ 

2018 年4 月5 日(木)より、Weekly mission イベントを開催します！イベント期間中、ミッションを達成することで

育成に必要なアイテムや、ハンナ専用アバターをプレゼント！ミッションをクリアしてハンナの入学に備えよう！ 

 

▽Weekly missionイベント 

 
 

イベント期間中に与えられたミッションをクリアしたプレイヤーに、ハンナの育成等に役立つアイテムや、ハンナ専用

アバターをプレゼントします！ 

 

イベント期間 2018 年4 月5 日(木)メンテナンス後 ～ 4 月12 日(木)メンテナンス前まで 

イベント対象者 期間中にイベントミッションをクリアしたアカウント 

アイテム配布日 2018 年4 月19 日(木)メンテナンス後 

※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の一部を紹介 

イメージ アイテム名 個数 アイテム説明 

 

リンゴと矢の帽子  1 リンゴに矢が刺さったハンナ専用頭コスチュームです(昇級不可)。 

 

万能染色アンプル 1 
使用するとRGB 値を指定して好きな色の染色アンプルを作成でき

ます。 

※配布されるアイテムはアカウント単位です。 

 

▽Weekly missionイベントの詳細はこちら 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/event/16 

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/16 
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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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