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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』 

新コスチューム「聖夜」を手に入れよう！ 

『メリクリピエル2018』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：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12 月13 日(木)より、「聖夜のコスチューム」が入手できるイ

ベント『メリクリピエル2018』を開催しました。 

 

 
 

 

◆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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■聖なる夜を新コスチュームで迎えよう！「メリクリピエル2018」開催中！ 

・学園内と学園広場がクリスマス仕様に！ 

メリクリピエル2018 が開催されている2018 年12 月13 日(木)から12 月27 日(木)までの間、アルピエルの学園内

と学園広場がクリスマス仕様に変更されます！いつもとは違う、アルピエルの景色を是非お楽しみください！ 

 

学園広場 学園内 

  

 

・学園前庭園に「雪が積もった巨大なラヤの木」が出現 

イベント期間中、学園前庭園に「雪が積もった巨大なラヤの木」が出現します。「雪が積もった巨大なラヤの木」を採

集することで、「クリスマスプレゼント交換チケット」を入手でき、学園広場の NPC ソノラに持っていくことで「聖

夜のコスチュームのレシピ」や「雪の花ヘア」と交換することができます。 

 

雪が積もった巨大なラヤの木 

 

 

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   

 2018/12/13 
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 

3/11 

・NPCソノラにて交換可能なアイテムを一部紹介 

アイテム 説明 交換必要枚数 

 

レシピブック: 

聖夜のコスチューム 

聖夜のコスチューム(キャラクター毎に7 種ずつ)を製作で

きるレシピ。 
5 

 

聖夜のヘアボックス 開封したキャラクターに応じた聖夜ヘアを獲得できる。 30 

 

雪の花ヘアボックス 開封したキャラクターに応じた雪の花ヘアを獲得できる。 30 

 

・イベントアイテム交換に必要な「クリスマスプレゼント交換チケット」 

アイテム 説明 

 

クリスマスプレゼント 

交換チケット 

クリスマスプレゼントの交換に必要なチケット。学園前広場に出現する

「雪が積もった巨大なラヤの木」を採集することで入手可能。 

 

・聖夜/雪の花ヘア一着用例を一部紹介 

聖夜ヘア 雪の花ヘア 

  

 

・聖夜のコスチュームレシピの一部を紹介 

聖夜のトップス 聖夜のリース 
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・聖夜のコスチューム 

聖夜のコスチュームはキャラクター毎に7 部位存在し、製作から入手可能です。7 セット着用するとスタンディング中

の姿勢が変更されたり、専用の特別なエモーションを使用することができます！ぜひ聖夜のコスチュームを製作してク

リスマスに備えよう！ 

 

スタンディング中の姿勢変更 

  

 

専用エモーション(7部位着用)を紹介♪ 
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・「雪が積もった巨大なラヤの木」から雪だるまメリィメリー出現！ 

イベント期間中、学園前広場に出現する「雪が積もった巨大なラヤの木」を採集し終えると、一定の確率で「雪だるま

メリィメリー」が出現します。「雪だるまメリィメリー」を倒すと、イベント限定家具・コスチュームを入手できます。

運が良ければD カード「+1 雪だるまメリィメリー (ユニーク)」が手に入るかも！？ 

 

雪だるまメリィメリー 

 

 

・雪だるまメリィメリーから入手可能なアイテム一部紹介 

アイテム 種類 

 

雪だるまマスクA 

コスチューム 

 

雪だるまマスクB 

 

サンタの仮装セット 

 

雪だるまケーキ 

家具 

 

ポインセチアリース 

 

+1 雪だるまメリィメリー D カード 
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・雪だるまメリィメリーから入手可能なヘアコスチューム着用例 

雪だるまマスクA 雪だるまマスクB サンタの仮装セット 

   

 

イベント限定家具配置イメージ 

 

 

■メリクリピエル2018 開催期間 

2018 年12 月13 日(木)メンテナンス後 ～ 2018 年12 月27 日(木)メンテナンス開始前まで 

 

◆GAMEcom『メリクリピエル2018』詳細ページはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/board/event/84 

◆ハンゲーム『メリクリピエル2018』詳細ページはこちら 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/84 
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■リーシャ＆要塞レイド実装前 記念出席簿&バーニングイベント 

 
 

・出席簿イベント 

2018 年12 月27 日(木)に実装予定のプレイアブルキャラクター「リーシャ」の入学と要塞レイド実装に先駆けて、実

装前記念の出席簿イベントを開催します。今回の出席簿イベントでは、コスチューム昇級に必要な「光るルーン生地」

「輝くルーン生地」が毎日貰える他、期間中 7 日間ログインを達成するとリーシャ専用「音楽隊コスチューム引換券」

が入手できます！絶対に忘れず出席しよう！ 

 

■イベント開催期間 

2018 年12 月14 日(金) 05:00 ～ 2018 年12 月27 日(木) 05:00 まで 

 

ログイン日数 アイテム 個数 説明 

1～6 日目 
 

光るルーン生地 20 
レア等級のコスチュームを昇級させると

きに使用するアイテム。 

 

輝くルーン生地 10 
ユニーク等級のコスチュームを昇級させ

るときに使用するアイテム。 

7 日目 

 

音楽隊コスチューム引換券 

-リーシャ- 
1 

学園広場のNPC ソノラへ持っていくと、

リーシャの音楽隊コスチュームと交換で

きる。 

※アイテムはアカウント毎に1 回受け取り可能です 

※アイテムは全てアカウント内取引可能です 
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・バーニングイベント 

期間中、経験値ボーナスが貰えるバーニングイベントを開催！使っているキャラクターやサブキャラクターをこの機会

に成長させて、リーシャの入学に備えましょう！ 

 

・経験値アップバフ適用スケジュール 

効果 適用期間 

経験値ボーナス +20% 

2018 年12 月13 日(木)12:00 ～ 12 月14 日(金)23:59 

2018 年12 月17 日(月)00:00 ～ 12 月21 日(金)23:59 

2018 年12 月25 日(火)00:00 ～ 12 月27 日(木)10:00 

経験値ボーナス +50% 
2018 年12 月15 日(土)00:00 ～ 12 月16 日(日)23:59 

2018 年12 月22 日(土)00:00 ～ 12 月24 日(月)23:59 

 

 

◆GAMEcom『リーシャ実装前記念出席簿&バーニングイベント』詳細ページはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/board/event/85 

◆ハンゲーム『リーシャ実装前記念出席簿&バーニングイベント』詳細ページはこちら 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/85 
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■仲間を集めよう！サークルPRコンテスト開催！ 

 
 

期間中にサークル PR のためのチラシを制作してみよう！優秀な PR を行ったサークルは、後日ゲーム内ローディング

画面にてPR のチラシが表示されるようになります！ 

 

■募集要項 

募集期間 
2018 年12 月13 日(木)メンテナンス後から  

2019 年1 月10 日(木)メンテナンス開始前まで 

内容 サークルPR に関する内容をチラシとして作成する 

応募方法 公式サイトよりお問い合わせ時に画像を添付して応募 

PR チラシ規定 

画像容量：2MB 以下 

画像拡張子：jpg またはpng 

サイズ：幅2160px × 高さ568px 以下 

結果発表 2019 年1 月17 日(木)メンテナンス後予定 

 

 

◆GAMEcom『サークルPRコンテスト』詳細ページはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/board/event/87 

◆ハンゲーム『サークルPRコンテスト』詳細ページはこちら 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/87 
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■冬にぴったりの新ペットが期間限定で購買部に登場！ 

2018 年12 月13 日(木)メンテナンス後より、購買部に新しいペットが登場！ゲットして一緒に探索に出かけよう！ 

 

雪だるまローリー 効果 

 

召喚速度：2 秒 

スキル再使用時間減少：1.50～4.00% 

スキル使用：15 秒間、遠距離攻撃力及び防御力5～10%増加 

      HP とMP が最大値の15～20%回復(2 段階より適用) 

      (再使用時間：80～70 秒まで段階に応じて減少) 

雪だるまチャーリー 効果 

 

召喚速度：2 秒 

MP 使用量減少：1.50～4.00% 

スキル使用：15 秒間、近距離攻撃力及び防御力5～10%増加 

      HP とMP が最大値の15～20%回復(2 段階より適用)     

      (再使用時間：80～70 秒まで段階に応じて減少) 

※上記能力値は「1 段階Lv1」から「3 段階Lv1」の能力値です 

 

 

◆『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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