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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7月26日(木) のアップデートにて 

新キャラクター「セシル」、「ディーン」が入学！ 

また、第3回公式生放送配信は2018年7月21日(土) 21:00に決定！ 

 

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 7 月 26 日(木)に行うアップデートで新キャラクター「セシル」、「ディ

ーン」を実装します。なお、実装に先駆けて「セシル」、「ディーン」の特設サイトを2018 年7 月12 日(木)より公開

しました。また、2018 年7 月21 日(土)21:00 に第3 回アルピエル学園放送部公式生放送の配信を行う事をお知らせ

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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■新キャラクター「セシル」、「ディーン」入学決定！ 

2018 年 7 月 26 日(木)メンテナンス後に新キャラクター「セシル」、「ディーン」がアルピエル学園に入学します！ 

各キャラクターの特徴を一足先にご紹介♪ 

 

▽プロフィール 

名前：セシル  

武器：バトルシザー 

種族：ヒツジ 

学科：探索科 

 

偉大な「ウォーレックス家」の傍系血族であるウォートワス公爵家の公女。普段は真面目で大人しく物静かな、典型的

な委員長タイプ。しかし、内には狂気を秘めており、ハサミを手にすると戦闘狂へと変貌する。 

 

▽セシル学生証 
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▽プロフィール 

名前：ディーン 

種族：イヌ 

武器：ライフル 

学科：探索科 

 

前向きで明るく一生懸命。イヌらしく、人懐っこく誰とでも仲良くなる。いつも笑顔を絶やさないムードメーカー的存

在。しかしながら、学園とシルベリオンへの忠誠心が強すぎるあまり、少し危うく見える節も・・・ 

 

▽ディーン学生証 

 
 

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！ 

 

◆特設サイト「セシル」はこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/event/02_update/cecil/ 

◆特設サイト「ディーン」はこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/event/02_update/dean/ 
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mailto:pr@nhn-hangame.com
http://arpiel.gamecom.jp/event/02_update/cecil/
http://arpiel.gamecom.jp/event/02_update/dean/


【Ar:pieL Press Release】 

アルピエルプレスリリース   

 2018/07/12 
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 

4/10 

■うまく使いこなそう！セシルとディーンの特徴について 

▽セシルの秘めたる力『覚醒・鬼人モード』 

セシルは敵を攻撃する度に覚醒ゲージが溜まっていきます。覚醒ゲージが100%になると覚醒スキル「殲滅花」を使用

でき、戦闘モードが「覚醒・鬼人モード」に変化します。「覚醒・鬼人モード」時には攻撃力・防御力が上昇し、様々

なスキルの威力や攻撃範囲が増加します。 

通常モード 覚醒・鬼人モード 

  

 

 

■ディーン専用戦闘術『態勢転換』 

ディーンは「射撃モード」と「爆破モード」の2 種類の態勢を持ち、自由に変更することができます。モードに応じて

スキルの効果や威力などが変化し、臨機応変に戦うことができます。 

爆破モード 

  

射撃モード 
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■セシル&ディーン入学記念プレゼントキャンペーンを開催！ 

『Ar:pieL』ではセシルとディーンの入学を記念してプレゼントキャンペーンを実施します！キャンペーン期間中に「セ

シル」「ディーン」を戦闘レベル20 まで育成した方の中から、抽選で旅行券やゲーミングヘッドセットなど、豪華賞

品をプレゼント！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7 月26 日(木)メンテナンス後 ～ 8 月16 日(木)メンテナンス前まで 

応募条件 
「セシル」か「ディーン」の戦闘レベルを20 まで育成したアカウント 

両キャラクターの戦闘レベルを20 に育成した場合は2 回応募が可能 

賞品発送 8 月下旬予定 

※イベント期間や賞品発送日については変更となる場合があります。 

 

 

◆GAMEcom『Ar:pieL』キャンペーンページはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/event/02_update/event/ 

◆ハンゲーム『Ar:pieL』キャンペーンページはこちら 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/event/02_update/event/ 
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■Twitterにて#ハッシュタグキャンペーンも同時開催！ 

期間中にイベント専用ハッシュタグ「#アルピエル学園広報部」と「#セシル・ディーン入学」をつけて『Ar:pieL(ア

ルピエル)』の広報活動を行った方の中から抽選で30 名様に、新入生「セシル」か「ディーン」どちらかの台座付きア

クリルキーホルダーをプレゼントします！皆で新入生を宣伝しよう！ 

 

 
 

イベント期間 2018 年7 月26 日(木)対象ツイート投稿時 ～ 8 月16 日(木)10:00 まで 

当選通知 2018 年8 月23 日(木)以降、当選者のTwitter アカウントにダイレクトメール(DM)で随時連絡 

※イベント期間やキャンペーンの内容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。 
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■第3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7 月21 日(土)21:00 に第3 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、視聴者様に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 3 回公式生放送！視聴者参加コーナーをはじめ、新たに入学する生徒の紹介や新情報発表などを行うの

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7 月21 日(土) 21:00～ 

出演者(敬称略) 

司会：みくみくみ(声優/ユエ役) 

解説：ケバブ山地(アルピエル運営チーム) 

ゲスト：天野七瑠(声優/ブレイヴン・ガハル役) 

ゲスト：櫻川めぐ(声優/シエスタ・エレイン役) 

放送枠URL 

ニコニコ生放送：http://live.nicovideo.jp/gate/lv314348144 

Youtube ライブストリーム：https://www.youtube.com/watch?v=iPIa7lcCsN8 

FRESH：https://freshlive.tv/youdeal_live/221703 

 

 

 

 

 

 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://live.nicovideo.jp/gate/lv314348144
https://www.youtube.com/watch?v=iPIa7lcCsN8
https://freshlive.tv/youdeal_live/221703


【Ar:pieL Press Release】 

アルピエルプレスリリース   

 2018/07/12 
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 

8/10 

■期間限定！Ar:pieLコラボカフェ開催決定！ 

大阪にある通称「オタロード」の中心に店舗を構えるコンセプトカフェ「Klein Palast(クラインパラスト)」と「Ar:pieL」

が夢のコラボレーション！コラボを記念して期間中にゲーム内へログインすると限定家具アイテム「Klein Palast ポス

ター」を全員にプレゼント！さらに店舗では来場者限定プレゼントやAr:pieL の世界観を演出したオリジナルメニュー

を注文すると、限定缶バッジやアイテムシリアルコードが貰えるイベントも！是非「Klein Palast(クラインパラスト)」

に遊びに行ってみよう！ 

 

 
 

※各配布物につきましては数に限りがございます。(無くなり次第配布終了となります) 

※シリアルコードは1 回の来店で1 枚までの配布となります。 

 

◆セシル&ディーン特設サイト、コラボカフェ詳細はこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/event/02_update/event/ 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/event/02_update/event/ 
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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 

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   

 2018/07/12 
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 

10/10 

■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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