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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』 

大型アップデート『Dragon of the Ruins -Licia-』を実施 

大鎌使いの「リーシャ」が満を持して入学！ 

その他、新たなレイドモンスター「ランスロット」も実装！ 

 

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、2018 年12 月27 日(木)に行った大型アップデート「Dragon of the Ruins 

-Licia-」にて、新キャラクターの大鎌使い「リーシャ」と新たなレイドモンスター「ランスロット」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多数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大鎌使い「リーシャ」が登場！ 

2018 年 12 月 27 日(木)に実施したアップデートにて、新キャラクター「リーシャ」がアルピエル学園に入学しまし

た！リーシャのプロフィールや一部スキルについてご紹介します！ 

 

 
 

▽プロフィール 

フルネームはフェリシア・ベアトリクス・アンシア。龍族に生まれたリーシャはママとパパの愛をたっぷり受けて生ま

れ育った。性格は明るく好奇心旺盛。ふらっと現れふらっと居なくなる不思議な少女。また、人懐っこく適当な素振り

ばかり見せるのにどこか強者の雰囲気を漂わせる。一族の英才教育を受けた事により基礎魔法、武芸、舞踊など大抵の

事はこなし、電気を自在に操る事が得意で蓄積した電力を放出・爆発させることができる。 

 

▽学生証 
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▽リーシャのスキルを一部紹介 

白龍昇天 龍の加護 

  

電力を鎌に集中させ、強く地面に打ち下ろすと、電気

が白龍の姿となって上空へ舞い上がり、前方の敵を攻

撃します。 

自身に電気の保護膜を生成して、防御力を増加させま

す。龍の加護を受けている間、ダメージを減少し、被

撃時HP の代わりにMP を消費します。 

青龍高速回転 青龍旋舞 

  

目標地点まで高速回転しながら敵にダメージを与え、

着地時に地面を強打し、衝撃波を発生させて周囲の敵

を攻撃します。 

鎌の端を持って回転しながら敵を引き寄せる攻撃を

行い、最後に敵を薙ぎ払います。スキルキーを連打

するとスキルダメージ増加、スキル発動時間延長、

敵を引き寄せる力が強化されます。 

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！  

 

◆リーシャ特設サイトについての詳細はこちら 

GAMEcom ：http://arpiel.gamecom.jp/event/06_licia 

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/event/06_licia 
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■新たなるレイドモンスター「ランスロット」が実装！ 

今回のアップデートではゴーストフォートに『要塞レイド』が追加されました。『要塞レイド』の奥で待ち受けている

ボス「ランスロット」は今までの常識が通用しない強力なボスとなっているので、皆で力を合わせて討伐しよう！ 

 

▽レイドボス情報 

イメージ 名称 説明 

 

ランスロット 

かつて戦争で命を落とした真紅の騎士

の魂の集合体。ランスロットは生きた

真紅の騎士達を従え、城壁を補修し、武

器を作り、戦争の準備していた。…すで

に戦争は終わっているとも知らずに。 

 

▽『要塞レイド』の詳細情報 

必要コアランク(初級/中級) 5485/6860 

推奨挑戦人数 8 人 

必要レベル 70 レベル 

クリア回数制限 ３回 

 

▽レイドボス「ランスロット」のビジュアルを一部紹介 

  

 

◆『要塞レイド』についての紹介ページはこちら 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/guide/70 

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/guide/70 
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■リーシャ入学記念イベントやキャンペーンを多数実施中！ 

2018 年 12 月 27 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♪ 

 

 
 

イベント期間中、新入生「リーシャ」に関する様々なイベントが開催されます。イベントは大きく分けて次の4 つとな

ります。 

 

▽イベント概要 

イベントNo,1：リーシャ専用業績にチャレンジしよう！ 

イベントNo,2：リーシャのレベルを上げよう！ 

イベントNo,3：リーシャの雪だるまを作ろう！ 

イベントNo,4：リーシャのお友達になってください！ 

 

イベント期間 2018 年12 月27 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2019 年1 月24 日(木)メンテナンス開始まで 

イベント対象 期間中に新キャラクター「リーシャ」を作成された方 
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▼イベントNo,1：リーシャ専用業績にチャレンジしよう！ 

期間中、新入生「リーシャ」にイベント専用の業績が追加されます。様々な業績を達成することで「リーシャ育成応援

パッケージ」や「リーシャの友達コイン(イベント)」を獲得することができ、学園広場にいる NPC ソノラに持ってい

くと、イベント商店にてイベントアイテムと交換することができます。 

 

▽リーシャ専用イベント業績の一部公開 

業績名 内容/条件 報酬アイテム 個数 

リーシャ入学記念 リーシャを戦闘レベル6 にする リーシャ育成応援パッケージ 1 

最高レベル到達！ 

リーシャの戦闘レベルを30 にする 

リーシャの友達コイン(イベント) 

5 

リーシャの戦闘レベルを50 にする 10 

リーシャの戦闘レベルを70 にする 30 

外に出て走り回るぞ～！ 1,000,000m 移動する リーシャの友達コイン(イベント) 10 

食べ過ぎはダメ！ 料理を30 回使用する リーシャの友達コイン(イベント) 30 

ロッカーヒキガエル(レイド) ガマファット(初級)を6 回クリア リーシャの友達コイン(イベント) 50 

 

▽イベント商店の一部内容 

アイテム アイテム説明 コイン交換必要個数 

 

リーシャのマフラー 

(イベント) 

イベント家具アイテム「リーシャ

の雪だるま」の製作に必要となる

アイテム 

3 

 

リーシャの手袋 

(イベント) 
5 

 

リーシャの髪型ウィッグ 

(イベント) 
10 

 

リーシャのエレキギター 

(イベント) 
30 
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▼イベントNo,2：リーシャのレベルを上げよう！ 

イベント期間中、アカウント内で最初に作成したリーシャでチュートリアルを完了すると、業績 UI から必要戦闘レベ

ル達成に応じて開封できる、マトリョーシカ形式の「リーシャ育成応援パッケージ」を獲得することができます。 

 

▽リーシャのレベル6達成時、業績より獲得できるアイテム 

プレゼントアイテム アイテム説明 

 

リーシャ育成応援パッケージ 

[パッケージの内容] 

・リーシャの雪だるま(1 段階) x1 個 

・スタンディングマイク x1 個 

・アンプル生成器 x2 個 

・最下級HP 回復剤 x30 個 

・最下級MP 回復剤 x30 個 

・リーシャ育成応援パッケージ[10Lv] x1 個 

 

▽リーシャ育成応援パッケージ[50Lv]内容物 

プレゼントアイテム アイテム説明 

 

[レア]聖夜のコスチュームパッケージ 
リーシャ専用の聖夜コスチューム7 セット一式が入ったパ

ッケージ 

 

リーシャ育成応援パッケージ[60Lv] 

[パッケージの内容] 

・クレオの訓練用魔導機(レア) x2 個 

・古代の金貨 x5 個 

・万能染色アンプル x2 個 

・次元強化石 x50 個 

・レシピブック:リーシャの雪だるま x1 個 

・リーシャ育成応援パッケージ[70Lv] x1 個 

 

▽リーシャ育成応援パッケージ[70Lv]内容物 

プレゼントアイテム アイテム説明 

 

+5 新しい友達リーシャ 光属性のエピック等級Dカード 
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▼イベントNo,3：リーシャの雪だるまを作ろう！ 

リーシャ育成応援パッケージや、ソノラのイベント商店から家具アイテム「謎の雪だるま(1 段階)」を入手後、必要な

材料を集めることで、「リーシャの雪だるま」を製作できます。最終段階の「リーシャの雪だるま」へと進化させるに

は計 4 回の製作を行う必要があり、道のりは険しいですが家具専用バフ「クリティカルダメージ+3%」が付与されま

す！強くなりたい人は、是非とも製作してみよう！ 

 

① 家具アイテム「謎の雪だるま(1段階)」を入手しよう 

「リーシャ応援パッケージ」を開封、または学園広場にいるNPC ソノラのイベント商店から300,000 ゴールドで購入

することで、「謎の雪だるま(1 段階)」を獲得することができます。 

 

アイテム 入手方法 

 

家具アイテム：謎の雪だるま(1 段階) 
「リーシャ応援パッケージ」を開封、または学園広場にいる

NPC ソノラのイベント商店より300,000 ゴールドで購入 

 

 

②「リーシャの雪だるま」の製作に必要なレシピを習得しよう 

「リーシャの雪だるま」を製作するには、各種レシピブックが必要です。レシピブックは、戦闘レベルに応じて開封す

ることができる「リーシャ育成応援パッケージ」より獲得できます。 

 

アイテム名 入手方法 

 

レシピブック：謎の雪だるま(2 段階) 「リーシャ応援パッケージ[20Lv]」を開封 

レシピブック：謎の雪だるま(3 段階) 「リーシャ応援パッケージ[30Lv]」を開封 

レシピブック：謎の雪だるま(4 段階) 「リーシャ応援パッケージ[40Lv]」を開封 

レシピブック：リーシャの雪だるま 「リーシャ応援パッケージ[60Lv]」を開封 

 

 

③リーシャの雪だるまの製作に必要な材料を集めよう 

リーシャの雪だるまを製作するためには、イベント期間中に入手できるアイテムを材料とする必要があります。材料は 

学園広場のNPC 商店「ソノラ」のイベント商店で、リーシャの友達コイン(イベント)と引き換えに入手できます。 
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▽リーシャの雪だるまの製作に必要な材料一覧 

アイテム 入手方法 

 

リーシャのマフラー(イベント) 

学園広場のNPC 商店「ソノラ」のイベント商店にて、リー

シャの友達コイン(イベント)の必要個数に応じて交換 

 

リーシャの手袋(イベント) 

 

リーシャの髪型ウィッグ(イベント) 

 

リーシャのエレキギター(イベント) 

 

 

④リーシャの雪だるまを製作しよう 

製作リストから各種イベント専用家具のレシピを選択し、[製作する］を選択することで各種イベント専用家具の製作

が開始されます。 

 

▽「リーシャの雪だるま」設置イメージ 

リーシャの雪だるま 設置効果 

 

クリティカルダメージ+3% 
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▼イベントNo,4：リーシャのお友達になってください！ 

2018 年 12 月 27 日(木)のリーシャ入学記念としてバーニングイベントを開催します！イベント期間中、リーシャま

たはリーシャと探索隊を組んでいる全てのキャラクターに獲得追加経験値が増加するバフが発生します。 

 

▽日程と効果について 

バフ適用期間 

2018 年12 月27 日(木)メンテナンス後～2018 年12 月31 日(月)23:59 
獲得追加経験値+10% 

※探索隊を結成した場合、バフ効果

は重複して適用されません 

2019 年1 月7 日(月)00:00～2019 年1 月11 日(金)23:59 

2019 年1 月15 日(火)00:00～2019 年1 月18 日(金)23:59 

2019 年1 月21 日(月)00:00～2019 年1 月24 日(木)メンテナンス前 

2019 年1 月1 日(火)00:00～2019 年1 月6 日(日)23:59 獲得追加経験値+20% 

※探索隊を結成した場合、バフ効果

は重複して適用されません 

2019 年1 月12 日(土)00:00～2019 年1 月14 日(月)23:59 

2019 年1 月19 日(土)00:00～2019 年1 月20 日(日)23:59 

 

 

◆リーシャ入学記念イベントについての詳細ページはこちら 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/event/89 

ハンゲーム： http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/89 
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■お年玉deコスチュームGET！イベント開催！ 

イベント期間中、ゲーム内への累積ログイン時間報酬やシナリオダンジョンのハーフレイドで入手できる「お年玉」を

集めると、コスチュームや家具と交換できるお年玉de コスチュームGET！イベントを実施します。新年もアルピエル

で楽しく過ごしながら、コスチュームや家具をゲットしちゃおう！ 

 

 
 

▽イベント概要 

イベント期間 2018 年12 月27 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2019 年1 月24 日(木)メンテナンス開始まで 

イベント対象 全てのアカウント 

 

 

▽お年玉イベント商店の一部内容 

アイテム アイテム説明 お年玉交換必要個数 

 

かわいいイノシシラグ 
かわいいイノシシが描かれた可愛いラ

グ 
30 

 

新年のイノシシ掛け軸A 
新年を記念したイノシシが描かれた掛

け軸 
30 

 

菊模様の壁紙 - 白 菊模様の白い壁紙 30 

 

ウィンターウォームコスチューム 

(トップス/ボトムス/手袋/靴/マフラー) 

ノーマル等級のウィンターウォームコ

スチューム 
各種80 
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▽お年玉イベントで手に入る一部の家具設置イメージ 

かわいいイノシシラグ 新年のイノシシ掛け軸A 

  

 

▽ウィンターウォームコスチューム着用イメージ 

 
 

 

◆お年玉deコスチュームGET！イベントについての詳細ページはこちら 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/event/90 

ハンゲーム：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/90 
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■ハッシュタグでツイートイベント実施中！ 

期間中に「#アルピエル学園広報部」と「#リーシャ入学」の2 つのハッシュタグをつけてアルピエルの宣伝ツイート

を投稿した方の中から抽選で15名様に新入生リーシャのアクリルキーホルダーをプレゼント！さらに1名様にリーシ

ャ役の声優「上坂すみれ」さんのサイン色紙が当たります！皆でリーシャ入学を宣伝しよう！ 

 

 
 

▽概要について 

イベント期間 2018 年12 月27 日(木)対象ツイート投稿時 ～ 2019 年1 月10 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「#リーシャ入学」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 
2019 年 1 月 10 日(木)以降、当選者の Twitter アカウントにダイレクトメール(DM)にて随

時連絡します 

グッズの発送 2019 年1 月中旬頃を予定 

※事前にTwitter のDM 受け取り設定をご確認ください。 

 

その他にもイベントやキャンペーンが盛り沢山！大型アップデート後のこの機会に是非アルピエル学園を体験してみ

よう！公式Twitter やYoutube でもゲーム情報をお届け中なので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/ 
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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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