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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』 

本日、2018年7月26日(木)のアップデートにて 

人形遣い「セシル」と銃火器使い「ディーン」が入学！ 

アップデート記念のキャンペーンやイベントも同時に開催！ 

 

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7 月26 日(木)に行ったアップデートにて、新キャラクター人形遣い「セ

シル」と銃火器使い「ディーン」を実装しました。また、アップデート記念のキャンペーンやイベントを同時に開催し

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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■新規プレイアブルキャラクターに人形遣い「セシル」＆銃火器使い「ディーン」が登場！ 

2018 年 7 月 26 日(木)に実施したアップデートにて、新キャラクター「セシル」と「ディーン」がアルピエル学園に

入学しました！今回は個性豊かなセシルとディーンの一部スキルについてご紹介します！ 

 

▽セシルのスキルを一部紹介 

激突 突進人形 

  

鋏に力を込め、前方に荒々しく突進しながら敵に攻撃

します。スキルキーを入力し続けると威力が増加する

他、最大4 体の人形が現れ一緒に攻撃します。 

指定した方向に 5ｍ程突進する人形を召喚し、ぶつかっ

た敵にダメージを与えます。 

 

▽ディーンのスキルを一部紹介 

榴弾パーティー 軍犬出動！ 

  

周辺に手榴弾を投げつけ、爆発ダメージを与えて1 秒

間行動不能にします。またモードによって投げる数が

変化します。 

軍犬を召喚し、20 秒間召喚者に同行して周辺の敵を自動

的に攻撃します。覚醒ゲージの値によって登場する軍犬

の数と種類が変化します。 

その他、キャラクターストーリーやスキル・声優コメントは特設サイトでたっぷり公開中！  

 

▽セシル＆ディーン特設サイトページはこちら 

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

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/event/02_update/ 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
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■見逃し厳禁！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 7 月 26 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♪ 

 

■新入生レベルアップ応援イベント 

 
 

期間中、キャラクターを新規作成すると学園生活に役立つ様々なアイテムが手に入る「新入生応援パッケージ」を 

プレゼント！さらに、新規キャラクター「セシル」「ディーン」を65 レベルにすると特別なコスチュームも入手でき

ます！是非この機会にアルピエルで学園生活を楽しもう！！ 

 

イベント期間 2018 年7 月26 日(木)メンテナンス後 ～ 8 月23 日(木)メンテナンス前まで 

イベント対象 期間中にいずれかの新規キャラクターを作成された方 

アイテム配布方法 

メールにて新規作成したキャラクターへ、新入生応援パッケージが配布されます。 

※1 日の基準を15:00 から翌15:00 までとし、17:00 に配布されます。 

 

(配布例) 

7 月26 日(木)16:00 にキャラクターを新規作成 ⇒ 翌7 月27 日(金)17:00 頃にメールにて配布 

7 月28 日(土)09:00 にキャラクターを新規作成 ⇒ 7 月28 日(土)17:00 頃にメールにて配布 

 

▽キャラクター新規作成時にプレゼントされるアイテム 

イメージ アイテム名 アイテム説明 

 

新入生応援パッケージ 

開封すると、以下のアイテムを入手できます。 

・アンプル生成器 x2 個 

・最下級HP 回復剤 x50 個 

・最下級MP 回復剤 x50 個 

・新入生応援パッケージ[10Lv] x1 個 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
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▽新入生レベルアップ応援イベントで入手可能なアイテムの一部を紹介 

イメージ アイテム名 アイテム説明 

 

各種フィールド成長段階 

X 装備ボックス 

各種フィールドの装備(オニキス・テセラ・テルニ・カートゥース)

成長段階X の装備が獲得できるボックス。 

 

金の製錬石ボックス 上級・最上級・特級の製錬石の中から1 つを獲得できる。 

 

クレオの訓練用魔導機 

(レア) 

ペットの種類とレアリティに関係なく、「レア」等級のペットを限

界突破する際の確率で限界突破をすることができる。 

 

▽セシル・ディーン65レベル達成報酬 

イメージ アイテム名 説明 

 

作業ゴーグル 

(特別コスチュームパッケージ) 

セシルを 65 レベルまで育成すると貰える。開封したキャラクター

に応じたコスチューム「作業ゴーグル」を獲得できる。 

 

作業ヘルメット 

(特別コスチュームパッケージ) 

ディーンを65 レベルまで育成すると貰える。開封したキャラクタ

ーに応じたコスチューム「作業ヘルメット」を獲得できる。 

※新入生「セシル」「ディーン」65 レベル達成報酬の配布日に関しては、2018 年8 月30 日(木)定期メンテナンス時

に配布を予定しています。 

 

▽作業ゴーグル・ヘルメット着用イメージ 

  

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
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■セシル&ディーン入学記念！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、期間中に獲得ゴール

ドと経験値がアップする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、セシル&デ

ィーンでの育成に励もう！ 

 

イベント期間 

・出席簿イベント 

2018 年7 月27 日(金)05:00 ～ 8 月30 日(木)05:00 まで 

 

・バーニングイベント 

2018 年7 月26 日(木)メンテナンス後 ～ 8 月9 日(木)10:00 まで 

イベント対象 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7 月27 日(金)05:00 からゲーム内UI にて受け取り可能 

※出席簿イベントにおいて、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。ご了承ください。 

 

▽出席簿イベントで入手可能なアイテムの一部を紹介 

イメージ アイテム名 アイテム説明 

 

クレオの特殊合成おやつ(7 日) 
使用効果期間中、ペットの満腹度が0 になっても召喚が解除されな

くなります。 

 

作業バックパック 

(特別コスチュームパッケージ) 

開封したキャラクターに応じたコスチューム「作業バックパック」

を獲得できる。 

 

称号:探索科 装備するとHP8%増加の効果を得られます。 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
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■新入生&復学生応援キャンペーン 

 
 

期間中、アルピエル学園に新しく入学する生徒や復学する生徒を対象に、学園生活を快適に過ごせるアイテムをお贈り

します！ 

 

イベント期間 2018 年7 月26 日(木)メンテナンス後 ～ 8 月23 日(木)メンテナンス前まで 

イベント対象 

・新入生 

7 月 26 日(木)メンテナンス終了後 ～ 8 月 23 日(木)メンテナンス前までに、初めてアルピエルを

プレイしたアカウント 

 

・復学生 

6 月 28 日(木)メンテナンス後 ～ 7 月 26 日(木)メンテナンス前までに、一度もゲーム内にログイ

ンしていないアカウント 

アイテム配布方法 イベント対象者である場合、ゲーム内ログイン時に自動でメール配布されます。 

 

 

◆GAMEcom『Ar:pieL』イベント情報はこちら 

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

◆ハンゲーム『Ar:pieL』イベント情報はこちら 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/ 
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■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「#セシル・ディーン入学」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30 名様に新入生「セシル」および「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！ 

 

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 

イベント対象 
期間中に「#アルピエル学園広報部」と「#セシル・ディーン入学」の2 つのハッシュタグをつけ

て、宣伝ツイートを行った方 

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 

グッズの発送 8 月末頃予定 

※事前にTwitter のDM 受け取り設定をご確認ください。 

 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
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■新キャラクターを育てて貰おう！プレゼントキャンペーン！ 

 
 

キャンペーン期間中に新キャラクター「セシル」「ディーン」を戦闘レベル20 レベルまで育成した方の中から抽選で

豪華賞品をプレゼント！お一人様につき「セシル」と「ディーン」、2 回までの応募が可能です！ 

この機会に新キャラクターをプレイして豪華賞品をゲットしよう！！ 

 

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 

イベント対象 
新キャラクター「セシル」「ディーン」を戦闘レベル20 レベル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 回応募が可能です。 

当選通知 8 月下旬頃、賞品発送に関するご連絡を送付します。 

※応募には公式サイトへのログインが必要です。 

※応募は下記URL の特設サイト上にて行えます。 

 

 

◆GAMEcom『Ar:pieL』セシル&ディーン入学キャンペーンはこちら 

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

◆ハンゲーム『Ar:pieL』セシル&ディーン入学キャンペーンはこちら 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/event/02_update/event/ 
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■期間限定のAr:pieLコラボカフェが登場！ 

 
 

大阪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！みんなで「Klein Palast(クラインパラスト)」に遊びに行こう！ 

 

コラボカフェ開催期間 2018 年8 月4 日(土) ～ 8 月19 日(日)まで 

ログインアイテム配布期間 2018 年8 月4 日(土)0:00 ～ 8 月19 日(日)23:59 まで 

イベント対象 期間中、ゲーム内にログインしたキャラクター 

アイテム配布方法 ゲーム内ログイン時に自動でメール配布されます。 

 

▽コラボカフェ開催期間にゲーム内ログイン時にプレゼントされるアイテム 

イメージ アイテム名 アイテム説明 

 

Klein Palast ポスター Ar:pieL コラボカフェ記念で製作されたポスター。 

 

◆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/ 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://arpiel.gamecom.jp/event/02_update/event/
http://hg-arpiel.gamecom.jp/event/02_update/event/


【Ar:pieL Press Release】 

アルピエルプレスリリース   

 2018/07/26 
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 

10/11 

■新規コスチューム「ビーチサイド」登場！ 

 
 

2018 年7 月26 日(木)メンテナンス後より、ビーチサイドコスチュームが登場しました！ 

ビーチサイドコスチュームを着用してアルピエル学園の夏を楽しもう！！ 

 

▽ビーチサイドコスチューム着用例 

 
 

 

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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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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