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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』 

大型アップデート実施！新キャラクターとして「ハンナ」が入学！ 

同時に新規レイドボスやチャレンジダンジョンを実装！ 

アップデートイベントおよびキャンペーンも多数開催！  

 

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 12 日(木)に行ったアップデートにて、新キャラクター「ハンナ」

を実装しました。また、同日新規レイドボスとチャレンジダンジョンを実装したと同時に、アップデート記念イベント

やキャンペーンを開催した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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■わたくしの出番ですわ！「ハンナ・カルティア」堂々入学！ 

2018 年 4 月 12 日(木)に実施したアップデートにて、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

学しました！今回はハンナの特徴の一つ「シャドウイリュージョン」について詳しくご紹介します！ 

 

▽ハンナの特徴「シャドウイリュージョン」 

ハンナの攻撃は主に「弓術」「黒魔法」「イリュージョン」の3 つのカテゴリに分類されます。「黒魔法」スキル発動

中に「イリュージョン」スキルを使用する事で残像が「黒魔法」スキルを継続して放ち、ハンナ自身は自由に行動でき

るようになる「シャドウイリュージョン」と呼ばれる戦術が彼女の特徴です！ 

 

▽シャドウイリュージョン発動の流れ 

   

「黒魔法」に分類されるスキルを使用し

ます。 

「黒魔法」スキル発動中に「回避行動」

や「イリュージョン」スキルを使用する

と、その場に「黒魔法」スキルを放つ残

像を残して移動します。 

ハンナ自身は自由に行動でき、残像とは

別のスキルを使用できます。もちろん、

さらに「黒魔法」から「イリュージョン」

へと繋げることも可能です。戦場を駆け

まわってみよう！ 

 

その他、キャラクターストーリーやスキル紹介動画は特設サイトで公開中！  

 

▽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/ 

 

 

 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://arpiel.gamecom.jp/event/01_update/
http://arpiel.gamecom.jp/event/01_update/
http://hg-arpiel.gamecom.jp/event/01_update/


【Ar:pieL Press Release】 

アルピエルプレスリリース   

 2018/04/13 
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 

3/12 

■新たなる強敵、レイドボス「ディノクス」が追加！ 

今回のアップデートで凶悪なレイドボス「ディノクス」を新たに追加しました！「ディノクス」の攻撃は強力なものば

かりなので、皆で力を合わせて討伐しよう！ 

 

▽レイドボス「ディノクス」 

ボス名 イメージ 説明 

ディノクス 

 

種族：ワニ 

水浴びが大好きで過去にとある少女に拾われ、一緒に暮らして

いたことがある。成長するにつれ周囲の人に恐怖を与えてしま

い、地下に閉じ込められた悲劇のワニ。自分を育ててくれた少

女と一緒に暮らしたいと今日も叫び続ける。 

「我が望み、叶わぬのなら…全てを破壊する！」 

 

▽レイドダンジョン情報 

必要コアランク 5440 

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 

  

 

▽レイドダンジョンについての紹介ページはこちら 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/guide/47 

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/guide/47 
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■更なる高みを求めて。チャレンジダンジョン実装！ 

2018 年 4 月 12 日(木)のアップデートにてチャレンジダンジョンを実装しました。チャレンジダンジョンは 1～9 段

階で構成され、各段階をクリアすると次の階層に進めるようになる形式のダンジョンです。ここでは特別なアイテムが

出現するほか、集めた「アンゴラの秘密コイン」はNPC アンゴラ先生のもとで様々なアイテムと交換が可能です！ 

 

 
 

▽入場方法とランキング 

  

チャレンジダンジョンには学園広場の「アンゴラ」付近

に設置されている時空ゲートから入場できます。 

チャレンジダンジョンには、「個人ランキング」と「探索

隊ランキング」の2 つのカテゴリのプレイヤーランキン

グが設定されています。 

 

▽チャレンジダンジョンについての紹介ページはこちら 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/guide/51 

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/guide/51 
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■アップデート記念イベントやキャンペーンを多数実施中！ 

『Ar:pieL』では 2018 年 4 月 12 日(木)より、アップデートを記念してゲーム内でのイベントやキャンペーンを多数

実施します！初めて『Ar:pieL』をプレイされる方や、すでにプレイを行っている方も楽しめる内容となっているので、

この機会に是非イベントやキャンペーンに参加しよう♪ 

 

■花びら、ひらひら～ 春のお花見イベント 

 
 

イベント期間中、ゲーム内の様々な箇所でアイテム「桜の花びら」が出現します。「桜の花びら」をソノラ先生のもと

へ持っていくことで様々なアイテムと交換することができます。 

 

▽収集アイテム「桜の花びら」 

イメージ アイテム名 アイテム説明 

 

桜の花びら 
鏡の欠片の魔力の影響で突如咲いた不思議な桜の花びら。 

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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▽「桜の花びら」と交換できるアイテムの一部を紹介 

アイテム名 必要個数 アイテム説明 

桜満開ボックス 5 個 
使用すると個別の出現確率に基づき、各種ボックス、アイテムや

称号「傾奇者」を入手できます。 

オッドアイ(ラブリーピン

ク)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(ラブリーピンク)」を入手できます。 

桜の武器ボックス 100 個 

開封すると開封時のキャラクターに応じた「桜の～」武器を1

個入手できます。 

※桜武器は着用時に桜の花びらを模したエフェクトが舞います。 

赤ちゃんウサギボックス 150 個 

開封すると家具「赤ちゃんウサギ人形」を1 個入手できる。 

※赤ちゃんウサギ人形は個人寮に設置でき、染色アンプルでの染

色が行えます。 

※称号「傾奇者」の使用期限は2018 年6 月30 日10:00 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と桜の武器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。 

 

▽桜武器の着用イメージ 
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■ようこそアルピエル学園へ！2期生応援イベント 

 
 

2018 年4 月12 日(木)メンテナンス以降に新規入学した2 期生のキャラクターにアイテムをプレゼント！ 

 

イベント期間 2018 年4 月12 日(木)メンテナンス後 ～ 5 月17 日(木)10:00 まで 

イベント対象者 2018 年4 月12 日(木)メンテナンス以降に新規作成したキャラクター 

アイテム受け取り方法 2018 年4 月12 日(木)メンテナンス後から公式サイトにて受け取り可能 

 

 

■ハンナ入学記念！出席簿＆バーニングイベント 

 
 

イベント開催期間中に累計出席日数に応じてプレゼントアイテムが獲得できる出席簿イベントと、ハンナと周囲の探索

隊メンバーにのみ特別なバフが適用されるバーニングイベントを開催します！皆勤賞を目指しつつ、ハンナでの育成に

励もう！ 

イベント期間 2018 年4 月12 日(木)メンテナンス後 ～ 5 月17 日(木)メンテナンス前まで 

イベント対象者 期間中、ゲーム内にログインしたキャラクター 

アイテム受け取り方法 2018 年4 月12 日(木)メンテナンス後からゲーム内UI から受け取り可能 

※同一アカウント内の複数キャラクターで条件を達成された場合でもプレゼントアイテムは 1 アカウントにつき 1 回

のみの配布となります。 
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■アルピエル学園美術部始動！ファンアートコンテスト開催！ 

 
 

期間中にイベントテーマに沿ったファンアートを作成して「Ar:pieL」公式サイトの「ファンアート掲示板」に投稿し

よう！入選した生徒には豪華な賞品を用意しているので、皆で参加しよう！ 

 

イベント期間 2018 年4 月12 日(木)メンテナンス後 ～ 5 月3 日(木)23:59 まで 

イベント対象者 「Ar:pieL」を愛するプレイヤーの皆様 

入賞作品発表日 2018 年5 月10 日(木)メンテナンス時(予定) 

※画像サイズの推奨は幅1080ｘ高さ568px となります。 

※その他の詳細につきましては、公式サイトのイベントページをご確認ください。 

 

 

■Twitter#ハッシュタグでツイートイベント 

 
 

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」と「#ハンナ入学」の2 つのハッシュタグを付

けて宣伝ツイートをしよう！抽選で15 名様に新入生ハンナ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4 月12 日(木)ツイート投稿後 ～ 4 月26 日(木)10:00 まで 

イベント対象 期間中に「#アルピエル学園広報部」と「#ハンナ入学」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 5 月中旬 ～ 5 月下旬予定 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
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■ハンナ入学記念プレゼントキャンペーンも好評開催中！ 

2018年4月5日(木)から実施しているプレゼントキャンペーンも引き続きお楽しみください！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、是非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)メンテナンス後から公式サイトにて受け取り可能 

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 

 

▽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開催中！ 

ハンナ入学プレゼントキャンペーンと同時に開催した公式Twitterリツイートイベントも大好評！公式Twitterのキャ

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！まだまだ募集しているので、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 

賞品配布方法 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 

賞品配布日 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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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 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://arpiel.gamecom.jp/
http://arpiel.hangame.co.jp/
https://twitter.com/ArpieL_JP
https://www.youtube.com/channel/UCTR8SEgkkJ8p5X-MpJEcMDw


【Ar:pieL Press Release】 

アルピエルプレスリリース   

 2018/04/13 
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 
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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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