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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10月18日(木)に『HALLOWEEN SPECIAL EVENT』を開催！ 

新コスチューム『真夜中のお茶会』も登場！ 

 

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：丁 佑鎭、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、本日2018 年10 月18 日(木)に期間限定システムイベント『HALLOWEEN 

SPECIAL EVENT』を開催しました。またイベントに伴い、ハロウィン限定ペットも登場！さらに新コスチューム『真

夜中のお茶会』シリーズを新規実装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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■HALLOWEEN SPECIAL EVENT 開催！ 

10 月といえばハロウィン！アルピエル学園でもハロウィンにちなんだイベントを開催しました！ハロウィン限定の特

別ダンジョンをクリアし、カボチャキャンディを手に入れよう！カボチャキャンディを集めることで、ハロウィン限定

コスチューム「チャームプキンのマント」「チャームプキンの帽子」やその他、探索に役立つ様々なアイテムを交換で

きます。 

 

▽HALLOWEEN SPECIAL EVENT 開催期間 

2018 年10 月18 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2018 年11 月8 日(木)定期メンテナンス開始前まで 

 

■ハロウィン特別ダンジョン『不気味なカボチャ農場』 

 
 

HALLOWEEN SPECIAL EVENT 開催中、特別ダンジョン「不気味なカボチャ農場」に入場できます。 

入場するためには、ハロウィンチケットが必要となり、ハロウィンチケットは「シナリオダンジョン」「英雄ダンジョ

ン」「時空ダンジョン」を攻略することで、入手することができます。1 日に入場できる回数は「キャラクター毎に10

回」と制限があるので、毎日欠かさず特別ダンジョンを攻略しよう！ 

 

入場条件 入場回数 入場制限 

ハロウィンチケットを使用する キャラクター毎に10 回/日 戦闘力レベル25 以上 

 

アイコン アイテム名 説明 

 

ハロウィンチケット 

使用すると「不気味なカボチャ農場」に入場できます。探索隊を結成し

ている場合はパーティリーダーのみ使用可能で、パーティリーダーのみ

消費されます。フィールドでのみ使用可能で、使用するには戦闘力レベ

ル25 以上である必要があります。 

※使用期限:2018 年11 月9 日(金)05:00 まで 
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■カボチャキャンディでアイテムを手に入れよう！ 

ハロウィン限定特別ダンジョン「不気味なカボチャ農場」をクリアすると、「特別カボチャキャンディ」「カボチャキ

ャンディ」が獲得でき、各種キャンディを学園広場の NPC ソノラに持っていくとハロウィン限定コスチュームや冒険

に役立つ様々なアイテムと交換できます。是非この機会に可愛いコスチュームを手に入れよう！ 

 

アイコン アイテム名 説明 

 

特別カボチャキャンディ 

カボチャキャンディ 

不気味なカボチャ農場に出現するモンスターから獲得でき、学園広場の

ソノラ先生のところに持っていくと、様々なアイテムと交換できる。 

※使用期限:2018 年11 月9 日(金)05:00 まで 

 

▽特別カボチャキャンディで交換可能なアイテムを一部紹介 

アイコン アイテム名 
交換必要個数 

(特別カボチャキャンディ) 
説明 

 

チャームプキンのマントx1 30 
開封したクラスに合ったチャームプ

キンのマントを獲得できる。 

 

チャームプキンの帽子x1 30 
開封したクラスに合ったチャームプ

キンの帽子を獲得できる。 

 

真夜中のお茶会ヘアボックスx1 30 
開封したクラスに合った真夜中のお

茶会ヘアを獲得できる。 

 

特級の製錬石x1 10 
装備製錬時に使用し、製錬値を

20000 上昇させることができる。 

 

ルーン刻印フレームx1 50 
エピック等級のコスチュームにオプ

ションを付与することができる。 

 

真夜中のお茶会コスチューム 

キューブx1 
40 

探索に役立つ様々なアイテムをラン

ダムに獲得することができる。 

※使用期限:2018 年12 月31 日05:00 まで 

(チャームプキンのマントボックス・チャームプキンの帽子ボックスを除く) 

※アイテムアイコンはボックスを開封した際に獲得できるアイテムのアイコンです 
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▽カボチャキャンディで交換可能なアイテムを一部紹介 

アイコン アイテム名 
交換必要個数 

(カボチャキャンディ) 
説明 

 

ペット進化石x10 30 ペットを進化させるために必要なアイテム。 

 

輝くルーン生地x10 100 
コスチュームをユニークからエピック等級に昇級

させるために使用するアイテム。 

 

光るルーン生地x20 50 
コスチュームをレアからユニーク等級に昇級させ

るために使用するアイテム。 

 

復活のコインx1 10 戦闘不能時に使用すると復活することができる。 

 

祝福の聖油x1 50 
装備強化時に使用でき、強化大成功確率を上昇さ

せることができる。 

※使用期限:2018 年12 月31 日05:00 まで 

※アイテムアイコンはボックスを開封した際に獲得できるアイテムのアイコンです 

 

 

▽交換場所とNPC について 

交換場所:学園広場 交換NPC:ソノラ 

  

 

  

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com


【Ar:pieL Press Release】 

アルピエルプレスリリース   

 2018/10/18 
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 

5/10 

▽チャームプキンコスチューム着用イメージ 

  

 

▽真夜中のお茶会ヘア着用イメージ 

 
 

 

◆GAMEcom『HALLOWEEN SPECIAL EVENT』の詳細はこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/board/event/67 

◆ハンゲーム『HALLOWEEN SPECIAL EVENT』の詳細はこちら 

http:/hg-/arpiel.gamecom.jp/board/event/67 
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■ハロウィン限定ペット登場！ 

 
 

探索の手助けをしてくれる新しいペットがハロウィン限定で購買部に登場します！可愛くて優秀なペットと一緒に探

索に出かけよう！ 

 

▽ハロウィン限定ペット販売期間 

2018 年10 月18 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2018 年11 月8 日(木)定期メンテナンス開始前まで 

 

ペット名 イメージ 説明 

魔女の帽子カボチャ 

 

[召喚効果(レベル1)] 

(1 段階)・・・スキル再使用時間-1％ 

(2 段階)・・・スキル再使用時間-2％ 

(3 段階)・・・スキル再使用時間-3％ 

魔女の帽子次元虫 

 

[召喚効果(レベル1)] 

(1 段階)・・・最大HP500 増加 

(2 段階)・・・最大HP1000 増加 

(3 段階)・・・最大HP2000 増加 

魔女の帽子ホーンピクシー 

 

[召喚効果(レベル1)] 

(1 段階)・・・攻撃力増加+1％ 

(2 段階)・・・攻撃力増加+2％ 

(3 段階)・・・攻撃力増加+3％ 

※1 回のみ取引可能なペットです 
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■新コスチューム「真夜中のお茶会」登場！ 

 
 

2018 年10 月18 日 (木)定期メンテナンス終了後より、学園体育祭コスチュームに次ぐ新コスチューム「真夜中のお

茶会」シリーズが登場しました！真夜中のお茶会シリーズはゴシック調のコスチュームで、開催中のハロウィンにもマ

ッチするコスチュームです！また、2018 年5 月2 日(水)に販売を終了した「モダンカジュアルコスチューム」も再び

トリックスターの宝物庫に戻って来たので、この機会に個性溢れるコスチュームを手に入れて学園生活を楽しもう！ 

 

▽真夜中のお茶会コスチューム着用イメージ 
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■「D カード」パックがトリックスターの宝物庫に新実装！ 

 
 

2018 年 8 月 30 日(木)のアップデート「Fortress」で実装された新システム「D カード」がついにトリックスターの

宝物庫に実装しました。新ダンジョン「ゴーストフォート」の攻略に欠かせない新たなD カードを手に入れて、更なる 

高みを目指そう！ 

 

▽入手可能なD カードを一部紹介 

ガハルカード デンジャーカード アリシアカード ブレイヴンカード 

    

※トリックスターの宝物庫で入手できるD カードは全て「1 回取引可能」です 

 

また、従来のトリックスターの宝物庫では1 回引く度に「トリックスターポイント」が貰え、トリックスターポイント

を集めることで、学園広場の NPC ソノラからお好みのコスチュームを入手できますが、今回実装した「D カード」で

も1 回引く度に「D カードポイント」を獲得でき、一定個数集めることで、学園広場のNPC ソノラから様々なD カー

ドと交換することができます。 

 

アイコン アイテム名 説明 

 

D カードポイント 
学園広場のソノラ先生のところにもっていくと、様々なD カードと交換

することができる。 
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◆GAMEcom『トリックスターの宝物庫』の詳細はこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/board/notice/123 

◆ハンゲーム『トリックスターの宝物庫』の詳細はこちら 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/notice/123 

 

 

◆『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 

 

 

◆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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■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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