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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22日(木)にアップデート『NEW STYLE』を実施 

コスチューム合成システム＆PvPシステム「学園道場」が実装！ 

 

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11 月22 日(木)にアップデート『NEW STYLE』を実施しま

した。またアップデートに伴い、コスチューム合成システムとPvP システム「学園道場」が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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■新コスチューム「パルマ探索隊」を手に入れよう！「コスチューム合成システム」実装！ 

アップデート「NEW STYLE」にて「コスチューム合成システム」を実装しました！ユニーク等級またはエピック等級

の同等級かつ同部位のコスチューム2 つを素材とし、アイテム「魔導合成器」を使用することで、パルマ探索隊コスチ

ュームの入手が可能になるシステムです。 

 

・パルマ探索隊コスチュームについて 

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

ームには無かったお楽しみ要素満載の新規コスチュームです。 

 

ダンジョンクリア時のモーション変更 覚醒スキルのカットインイメージ変更 

  

ダンジョンクリア時のモーションが変化！ 

スタイリッシュなモーションが見られるかも？ 

覚醒スキルのカットインがパルマ専用イメージで 

さらにド派手に！ 

武器の外見変更 一部スキルのエフェクト変更 

  

武器の見た目も青と金を基調とした 

かっこいい外見に変化！ 

キャラクターによってはスキル使用時の 

エフェクトがパルマ専用に変化！ 
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▽キャラクター専用エモーションを一部紹介♪ 

ルー カイル 

  

魔導機を纏うその姿は、まさに天才科学者！ 天へと力強く拳を掲げるかっこいいモーション！ 

ユエ ディーン 

  

全てを切り裂く、力強い剣閃！ モーション開始時に登場する忠犬にも注目！ 

 

その他、パルマ探索隊コスチュームを含む、アップデート「NEW STYLE」については公式サイトで詳しく紹介してい

るので確認しよう！ 

 

 

◆GAMEcom『NEW STYLE』特設サイトはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/event/05_update 

◆ハンゲーム『NEW STYLE』特設サイトはこちら 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/event/05_update 
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■仲間と腕試し！PvP システム「学園道場」実装！ 

2018 年11 月22 日(木)に行われたアップデートでもう一つの追加要素、PvP システム「学園道場」。学園道場は70

レベル以上のプレイヤー同士で対戦できるシステムで、学園広場のNPC「ワカナ」より自動マッチングを通してプレイ

できます。学園道場を楽しんで最強という名の称号を勝ち取ろう！ 

 

■2 種類のモードでプレイ可能 

個人戦1vs1 団体戦2vs2 

  

日々の鍛錬の成果を試そう！ チームの連携で勝利を勝ち取れ！ 

 

■学園道場のルール 

一. 1 試合3 分間、1 本勝負！ 

二. 「個人戦1vs1」では相手を倒す、「団体戦2vs2」では相手チームを全員倒せ！ 

三. 3 分間で決着がつかない場合、1 分間の延長戦！ 

四. 延長戦1 分間はプレイヤーを妨害するギミックが出現！ 

 

戦闘風景 延長戦 

  

一瞬たりとも目が離せない、空前絶後の大乱闘！ 妨害ギミックに気を付けて勝利を目指そう！ 
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■『Ar:pieL』公式テーマソング「Last Day」が登場！ 

2018 年11 月22 日(木)の「NEW STYLE」実装後からゲームログイン画面にて、アーティスト「東城陽奏」さんに歌

っていただいたアルピエル公式テーマソングが流れます！ また、公式Youtube チャンネルでもアニメーションPV と

して歌付きver を公開します。今までとは違った雰囲気に仕上がったアルピエルをお楽しみください！ 

 

▽公式テーマソング「Last Day」 

作曲：Yushik Shin 

作詞：東城陽奏 

歌：東城陽奏 

 

原曲名：오늘이 마지막인 것처럼 

原曲作詞・作曲：Yushik Shin 

 

▽東城陽奏さんについて 

写真 プロフィール 

 

誕生日：10 月20 日 

身 長：155ｃｍ 

血液型：AB 型 

趣 味：メイク 

特 技：アメの早食い 

 

 

◆東城陽奏さん 公式HP はこちら 

http://www.tojoharuka.jp/ 

◆東城陽奏さん 公式Twitter はこちら 

https://twitter.com/tojoharuka 
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■応募必須！アルピエル初のオフラインイベントの開催が決定！！ 

2018 年12 月23 日(日)にアルピエル初のオフラインイベント、その名も『Ar:pieL 学園祭』を開催する事が決定しま

した！実装予定のキャラクター先行体験会や対戦イベントを始め、その他お得な情報など盛り沢山の内容をお届けしま

す！今すぐ公式ページを確認してオフラインイベント『Ar:pieL 学園祭』に応募しよう！ 

 

 
 

▽参加募集期間 

2018 年11 月22 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2018 年12 月13 日(木)メンテナンス開始前まで 

 

▽イベント開催日時 

2018 年12 月23 日(日) 

 

その他、概要などの詳細は「Ar:pieL 学園祭」特設サイトをご確認ください。 

 

◆GAMEcom 会員様用 Ar:pieL 学園祭特設サイト 

http://arpiel.gamecom.jp/event/04_offline 

◆ハンゲーム 会員様用 Ar:pieL 学園祭特設サイト 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/event/04_offline 
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■アップデート記念、新入生&復学生応援キャンペーン実施中！ 

これからアルピエル学園に入学する新入生とアルピエル学園へ復帰する復学生を応援中です！新入生、復学生には様々

なアイテムがプレゼントされるので、この機会をうまく利用しよう！ 

 

 
 

▽キャンペーン期間 

2018 年11 月22 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2018 年12 月27 日(木)メンテナンス開始前まで 

 

▽キャンペーン概要 

アルピエルを新しくプレイするアカウント、復帰するアカウントにプレゼントを配布します。 

キャンペーン対象である場合、ゲーム内にログインすると「メール」にプレゼントが届きます。 

 

▽キャンペーン対象 

新入生 
2018 年11 月22 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2018 年12 月27 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 
2018 年10 月25 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2018 年11 月22 日(木)メンテナンス前までの

期間、一度もゲーム内にログインしていないアカウント 

 

▽新入生へのプレゼントアイテムを一部紹介 

イメージ アイテム名 個数 アイテム説明 

 

称号:第2 期生ボックス 1 個 「称号:第2 期生」を獲得できる。 

 

学生カバン拡張券 3 個 カバンを拡張することができるチケット。 
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mailto:pr@nhn-hangame.com


【Ar:pieL Press Release】 

アルピエルプレスリリース   

 2018/11/22 
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 

8/13 

 

個人ロッカー拡張券 3 個 個人ロッカーを拡張することができるチケット。 

 

万能染色アンプル 2 個 お好みの色を指定してアンプルを生成できる。 

 

シルベリオンドリンクH 30 個 HP とMP を40%即時回復できる。 

 

復活のコイン 30 個 戦闘不能になった際に使用すると復活できる。 

 

 

▽復学生へのプレゼントアイテムを一部紹介 

イメージ アイテム名 個数 アイテム説明 

 

特待生の成績表(7 日) 1 個 様々な特典を受けることができる魔法書。 

 

強化石 200 個 装備の強化に必要なアイテム。 

 

次元強化石 50 個 時空装備の強化に必要なアイテム。 

 

製錬石箱 10 個 中級の製錬石をランダムな個数で獲得できる。 

 

祝福の聖油 2 個 
強化段階 10 以下のアイテム強化時に使用でき、装備強化

時、大成功確率が増加する。 

 

モニカの安全強化マニュアル 2 個 
強化段階5 以下のアイテムに使用でき、強化失敗時の強化

段階下落を防ぐことができる。 
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■「NEW STYLE」実装記念の出席簿イベントを開催！ 

「NEW STYLE」アップデートを記念して出席簿イベントを開催します。イベント開催期間中、累計出席日数に応じて

様々なアイテムをプレゼント！毎日忘れずに出席して、アルピエル学園で皆勤賞を目指そう！ 

 

 
 

▽イベント開催期間 

2018 年11 月23 日(金)05:00 ～ 2018 年12 月6 日(木)05:00 まで 

 

▽イベント概要 

イベント開催期間中、ゲーム内メニューの「出席簿」アイコンが活性化します。該当アイコンをクリックすると出席簿

UI が表示され、毎日の累計出席の日数に応じてプレゼントアイテムを受け取れます。 

 

▽出席簿イベントにて獲得できる主なアイテム 

イメージ アイテム名 個数 アイテム説明 

 

万能染色アンプル 1 個 お好みの色を指定してアンプルを生成できる。 

 

シルベリオンドリンクH 5 個 HP とMP を40%即時回復できる。 

 

虹のルーン生地 5 個 交換アイテムや製作アイテムの材料。 

 

黒魔術師ヘアボックス 1 個 
開封したキャラクターに応じた黒魔術師ヘア 

(マジック等級)を獲得することができます。 
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■「もみじ狩りだよ！メイプルリーフ」イベントで限定ペットを手に入れよう！ 

特定のコンテンツをクリアすると、一定確率で秋を彩るもみじの移動用ペット「メイプルリーフ」がドロップします！ 

メイプルリーフを手に入れて、アルピエルでの「紅葉」を楽しもう！ 

 

 
 

▽イベント開催期間 

2018 年11 月22 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2018 年12 月27 日(木)メンテナンス開始前まで 

 

▽イベント概要 

イベント期間中、レイドダンジョン、チャレンジダンジョン、英雄ダンジョンをクリアすると一定確率で騎乗すること

ができるペット「メイプルリーフ」をドロップとして獲得する事ができます！ 

 

騎乗イメージ 

 

「メイプルリーフ」は既存の騎乗ペットと同等の 

スピードで走ることができる限定ペットです。 
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■対戦を楽しもう！学園道場実装記念イベント開催！ 

イベント期間中に「学園道場」を一定数プレイすると冒険に役立つアイテムをプレゼントします！この機会に学園道場

で遊んでみよう！ 

 

 
 

▽イベント開催期間 

2018 年11 月22 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2018 年12 月6 日(木)メンテナンス開始前まで 

 

▽イベント概要 

イベント期間中、PvP システム「学園道場」の2vs2 を10 回以上プレイすると、冒険に役立つアイテムをプレゼント！ 

 

▽プレゼントアイテム 

イメージ アイテム名 個数 アイテム説明 

 

特級の製錬石 2 個 装備製錬値が2 万上昇する。 

 

補習授業書 

(チャレンジモード) 
3 個 チャレンジダンジョン入場回数を+1 できる。 

 

 

◆GAMEcom イベント一覧はこちら 

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

◆ハンゲーム イベント一覧はこちら 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/ 
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■冬にぴったりの新規コスチューム「雪の花」が登場！ 

 
 

トリックスターの宝物庫に新規コスチューム「雪の花」が入荷しました。ぬくぬく・もふもふの可愛いコスチュームを

手に入れて、アルピエル学園の冬に備えよう！ 

 

▽雪の花コスチューム着用イメージ 

 
 

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！ 

 

 

◆『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/ 

 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
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【Ar:pieL Press Release】 

アルピエルプレスリリース   

 2018/11/22 
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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