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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』 

2018年5月31日(木)にシステムアップデートを実施予定！ 

『放課後特別活動』とレイド難易度「上級」が新たに登場！ 

 

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 5 月 31 日(木)のアップデートにて、各班にミッションが課される『放

課後特別活動』とレイドダンジョンの難易度「上級」を新たに実装す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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■同じ班のプレイヤーと協力しよう！『放課後特別活動』を実装予定！ 

2018 年 5 月 31 日(木)に実施予定のアップデートにて、特定の時間になると各班にミッションが課される『放課後特

別活動』が登場します。各班にミッションが出現するので、班の仲間と協力してミッションを達成しよう！また、『放

課後特別活動』には参加すると獲得できる「参加報酬」とミッションを達成すると獲得できる「達成報酬」が設定され

ています。 

 

▽放課後特別活動の表示 

 
 

『放課後特別活動』に参加するためには、アイテム「特別活動願書」が必要となり、アイテム「特別活動願書」はダン

ジョンなどで手に入るので、特定の時間までに入手しておこう！ 

 

※「ミッション内容」や「参加報酬」「達成報酬」は、放課後特別活動に参加すると確認できます。 
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■奴らが強くなって帰って来る！？レイドダンジョン難易度に「上級」を追加予定！ 

2018 年 5 月 31 日(木)に実施予定のアップデートにて、レイドダンジョン「ガマファット」「スティンク伯爵」「デ

ィノクス」の3 種に難易度「上級」が追加されます。また、「上級」にてドロップするアイテムでは、『時空装備』の

更なる成長が可能となります。さらに凶悪になったレイドボスをお楽しみに！ 

 

▽レイドボス入場時のイメージ 

 
 

▽レイドボス新アクションの一部を紹介 

ガマファット スティンク伯爵 ディノクス 

   

ガマファットが新曲「DEATH」をプレ

イヤーに披露！爆音を奏で終わる時、

恐ろしい現象が起こるらしい…？！ 

スティンク伯爵が檻を使用してプレイ

ヤーを拘束！…救出に失敗すると迷惑

な災害が起きる予感が…。 

ディノクスの咆哮が轟く！…何やら凶

悪な攻撃が襲ってきそうな…。 
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■攻略法を紹介しよう！レイド攻略動画コンテストの開催が決定！ 

レイドダンジョン難易度「上級」の実装を記念して、2018 年 5 月 31 日(木)よりレイド攻略動画コンテストの開催が

決定しました！「ソロ攻略」「探索隊攻略」の2 部門に分かれ、「イベント限定称号」やゲーム内アイテムが購入でき

る「Y.P」など、豪華プレゼントをご用意。新入生やレイド未経験のプレイヤーに攻略法を伝授するためにも、コンテ

ストに参加する準備をしておこう！ 

 

▽レイド攻略動画コンテスト開催期間 

2018 年5 月31 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2018 年6 月28 日(木)23：59 まで 

 

▽ソロ攻略部門/探索隊攻略部門プレゼント一覧 

名称 プレゼント賞品 

最優秀賞 

称号:レイドキング 

10,000Y.P 

お好きなユニーク等級衣装一式 

優秀賞 

称号:レイドクリアの達人 

5,000Y.P 

お好きなユニーク等級衣装一式 

運営チーム特別賞 
称号:レイドマニア 

1,000Y.P 

開発チーム特別賞 
称号:レイドマニア 

1,000Y.P 

※最優秀賞および優秀賞の投稿動画は、公式サイトにて紹介掲載予定です。 
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■新モーションもお届け！レイドボス紹介動画を先行公開！ 

本日、2018 年 5 月 24 日(木)にレイドダンジョン難易度「上級」の実装に先駆けて、レイドボス達の魅力がたっぷり

詰まった紹介動画をアルピエル公式YouTube チャンネルにて公開しました。チェックして実装される最凶レイドボス

との闘いに備えよう！ 

 

 
 

▽『Ar:pieL』レイドボス紹介動画はこちら 

https://youtu.be/8ga8eWcBoOM 

 

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！ 
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◆『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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