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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11月17日(土)21:00より第4回公式生放送配信！ 

放送で紹介する11月22日(木)システムアップデート内容にも注目！ 

 

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、2018 年11 月17 日(土)21:00 に第4 回公式生放送の配信を行います。ま

た、放送では 2018 年 11 月 22 日(木)に行うシステムアップデートの内容をお知らせしますので、楽しみにお待ちく

ださい。 

 

 
 

 

◆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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■アルピエル第4回公式生放送配信！楽しいコーナーやアップデート情報をお届け！ 

2018 年11 月17 日(土)21:00 にアルピエル学園放送部による第4 回公式生放送の配信を行います！気になるシステ

ムアップデートの情報や、新規コンテンツの実演など盛り沢山！さらには、視聴者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！…何やら重大発表があるとの噂も！？ 

 

 
 

 

▽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4 回公式生放送！新情報発表や実演などをはじめ、公式生放送初のベント先生役の堂坂晃三さんが登場！

またアーティストをゲストに迎えるのは何故なのか！？是非、お見逃しなく！ 

 

▽第4回公式生放送日程 

放送日時 2018 年11 月17 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：堂坂晃三 (声優/ベント役) 

ゲスト：東城陽奏 (アーティスト) 

放送枠URL 

ニコニコ生放送：http://live.nicovideo.jp/gate/lv316766728 

Youtube ライブストリーム：https://www.youtube.com/watch?v=28I_JasuExE 

TwitterLIVE：https://twitter.com/ArpieL_JP 

※Periscope URL は当日案内いたします。 
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■アップデート内容を少しだけご紹介！「コスチューム合成システム」実装！ 

既存のコスチュームを基に、新たなコスチュームを獲得することができる「コスチューム合成システム」が実装します！ 

「コスチューム合成システム」では新規コスチューム「パルマ探索隊コスチューム」を獲得することができます。 

 

パルマ探索隊コスチュームは専用のエモーションやシナリオクエストでのイラストが変更される等、今までのコスチュ

ームには無かった要素が詰まったコスチュームです。 

 

■パルマ探索隊コスチューム イメージ 

アイリーン カイル 

  

ユエ ルー 
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バイン ハンナ 

  

ディーン セシル 
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■今度は仲間と対決だ！PvPシステム「学園道場」実装！ 

2018 年11 月22 日(木)に行われるもう一つのシステムアップデートでは Ar:pieL 初のPvP システム「学園道場」を

実装します！学園道場は70 レベルから参加可能で、プレイヤー同士で対戦できます。共に学園生活を送っている生徒

たちで繰り広げられる、熱いバトルを楽しもう！ 

 

■PvPシステム画面を一部紹介！ 

学園道場フィールド 対戦開始画面 

  

PvP が始まると、コロッセオをイメージした専用フィー

ルドへ入場。バトルの緊張感も最高潮に！ 

格闘ゲームを彷彿とさせる開始画面は一見の価値あ

り！是非生放送で確認しよう！ 

 

また、11 月17 日(土)21:00 からの生放送ではご紹介したPvP に関する詳細情報や実演、その他情報を多数用意して

おります。是非、アルピエル学園放送部による第4 回公式生放送をご視聴ください！ 

 

 

◆『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。 

 

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

