
【Ar:pieL Press Release】 

アルピエルプレスリリース   

 2019/1/24 
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 

1/11 

学園生活が楽しめるファンタジーアクションRPG『Ar:pieL』 

2019年1月24日(木)新レイドコンテンツ「ルナ」を実装！ 

バレンタインイベントや新コスチュームも登場！ 

 

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、2019 年 1 月24 日(木)に、新レイドコンテンツ「ルナ」を実装しました。

また同日、バレンタインイベントの実施や新コスチュームの販売を開始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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■マッドサイエンティスト！？レイドコンテンツに新たなる脅威「ルナ」が登場！ 

2019 年 1 月 24 日(木)に新レイドコンテンツ「ルナ」を実装しました。新レイド「ルナ」は高難易度のレイドコンテ

ンツで、入場するにはレベル70 以上、コアランクは7390 以上が必要です。さらに、上級ではなんと最大12 人で挑

戦できます！皆で力を合わせて驚異の魔導工学者を撃退しよう！ 

 

 
 

・レイド「ルナ」入場に必要な条件 

難易度 必要戦闘レベル 必要コアランク 参加可能人数 

中級 70 7390 以上 8 

上級 70 8460 以上 12 

 

新レイド「ルナ」の入場場所はロウィンド川下流にある「悲鳴の殿堂」の奥側に位置しています。 

ダンジョンの位置 入場場所イメージ 
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▼マッドサイエンティスト「ルナ」についてのストーリーを一部紹介 

政略結婚によって5 歳の頃に王子の夫人となり、甘やかされた環境の中で学校も行かずに花嫁修業だけを受け続け、 

外の世界を知らないまま育ったキツネ。趣味である魔導工学に没頭し、実験室以外出入りがほとんどなかった為、心が

成熟しておらず、幼稚な発言が多い。自作のタイムマシンのトラブルからアルピエル学園周辺に不時着したルナは元の

世界に戻る為に膨大な時空エネルギーを集めている。 

 

 
 

・「ルナ」の攻撃はどれも強力！ 

ルナは次元属性と光属性を使ってくるのでそれぞれに対応した属性で応戦しよう。魔導機によるビームやマグネティッ

クボール等をうまく避けつつ攻撃することがポイント！また、必殺技「すぺしゃる☆スピンビーム」はその名の通り、

当たるととてつもないダメージを受けるので、モーションを確認したら回避しよう！ 

 

ルナの多彩な攻撃パターンについて一部を紹介 

   

魔導機のビームとルナ自身が投げるマ

グネティックボールからうまく避けて

戦おう。 

ダメージを与え続けると、攻撃パター

ンが変化し、より一層攻撃が激しくな

る！ 

「すぺしゃる☆スピンビーム」はまさ

に一撃必殺！モーションを確認したら

回避を優先しよう！ 
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▼新規アイテム実装！ 

新レイド「ルナ」を攻略することで、様々な交換用素材や新武器「[古代]ルナティック」シリーズを入手できます。ま

た、交換素材を悲鳴の殿堂の NPC シャムに持っていくことでも新武器「[古代]ルナティック」シリーズを獲得できる

ほか、「[古代]カタリスト」、「新規ペット」等と交換することもできます。 

 

・新武器「[古代]ルナティック」シリーズ紹介 

 
 

[古代]ルナティック武器はこれまでのレイドボスから入手可能な[時空]シリーズよりも強力な武器となっており、装備

をVI 段階目と IX 段階目に成長させることでそれぞれ新たなセット効果が付与されます。 

 

[古代]ルナティック武器イメージ 成長時のセット効果説明 

 

攻撃時、5%の確率でルナの魔導爆弾が生成されます。魔導爆

弾は一定時間経過後に破壊できるようになり、破壊されると爆

発します。爆発は周囲10m の範囲にお呼び、5500%のダメー

ジを与えながら対象を吸い込みます。(再使用時間30 秒) 

 

攻撃時、5%の確率でルナの魔導爆弾が生成されます。魔導爆

弾は一定時間経過後に破壊できるようになり、破壊されると爆

発します。爆発は周囲10m の範囲にお呼び、5500%のダメー

ジを与えながら対象を吸い込みます。爆発後、爆発地点に磁力

地帯を形成します。磁力地帯は4 秒間範囲内の対象に420%の

持続ダメージを与えます。(再使用時間30 秒) 

※各キャラクター毎に武器の種類は存在します。また、VI 段階目、XI 段階目成長時のセット効果は全て同じです。 
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・新レイド「ルナ」攻略時に獲得できる素材を一部紹介 

アイテム 説明 

 

ルナの時間旅行コイン 
悲鳴の殿堂にいるNPC「シャム」の交換商店より様々なア

イテムと交換することができるアイテム。 

 

ルナティックコアルーン 
古代武器を成長させる際に必要となるアイテム。古代武器

の分解からでも入手が可能。 

 

・悲鳴の殿堂のNPCシャムにて素材交換が可能なアイテムを一部紹介 

アイテム 説明 必要素材 交換必要個数 

 

[古代]ルナティック

武器シリーズ(各種) 

新武器「[古代]ルナティック武器」 

成長させる事で特殊なセット効果

が付与される。 

ルナティックコアルーン 5 

 

＋1 マッドサイエン

ティスト・ルナ 
次元属性のエピック等級D カード。 ルナの時間旅行コイン 60 

 

魔導技師ルナ 

（1 段階） 

ルナのデータを基に作成された 

ペット。 
ルナの時間旅行コイン 75 

 

・新規コスチューム「多連装魔導砲ユニット」紹介 

多連装魔導砲ユニット 着用例 

   

多連装魔導砲ユニットは新レイド「ルナ」をクリアした後に「業績」から受け取れます。また、各キャラクターのレア

昇級キューブを使う事でノーマル等級からレア等級に昇級できます。この魔導砲ユニットはルナが使っているユニット

のように回転します！「ルナ」への入場条件がクリアできているプレイヤーは是非ゲットして動きを確認してみよう！ 
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▼その他新規アイテム追加について 

強力な効果を持った「ルナ」のD カードが早くも登場！手に入れて、探索を優位に進めよう！ 

 「マッドサイエンティスト・ルナ」 説明 

 

次元属性の状態のとき、磁場シールド効果が発生

します。(再使用時間600 秒) 

 

磁場シールド効果発生中に戦闘不能に至るダメー

ジを受けるとHP1 で耐えることができ、2 秒間無

敵状態になります。 

 

新レイド「ルナ」の上級クリア時や、NPC シャムにて素材交換を行う事で２種類のルナを模したペットを手に入れるこ

とができます。可愛いペットと共に探索に出かけよう！ 

魔導技師ルナ 変異した魔導技師ルナ 

  

※魔導技師ルナおよび変異した魔導技師ルナの召喚効果は共に次元属性強化+150 となります。 

 

この他にも新レイド「ルナ」の魅力を特設サイトにて公開中！「ルナ」役の櫻川めぐさんが歌う戦闘曲『Luna Beam』

も視聴できるので、是非確認してみよう！ 

 

◆GAMEcom『マッドサイエンティスト・ルナ』特設ページはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/event/08_luna/ 

◆ハンゲーム『マッドサイエンティスト・ルナ』特設ページはこちら 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/event/08_luna 
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■ラブラブバレンタイン2019イベント開催！ 

 
 

バレンタインデーに先駆けて「ラブラブバレンタイン2019」イベントを開催！バレンタインイベントでは、ダンジョ

ンクリアや巨大採集物から専用チケットを集めるとイベント商店で「メルティチョコヘアコスチューム」や「バレンタ

イン記念帽子アクセサリー」をはじめ、甘いイベントを楽しめるアイテムを手に入れることができます。 

 

▼イベント開催期間 

2019 年1 月24 日(木) 定期メンテナンス後 ～ 2019 年2 月21 日(木) 定期メンテナンス開始まで 

 

アイテム 説明 

 

ラブラブチョコチケット バレンタインイベントアイテムと交換できるチケット。 

 

・イベント商店で交換可能なアイテムを一部紹介 

アイテム 説明 交換必要個数 

 

[VD]チョコレート 各種 
各キャラクターに思いを伝えるためのバレンタインチョ

コレート。 
10 

 

バレンタイン記念壁紙 バレンタインを記念して作られた壁紙。 50 

 

メルティチョコヘア 

コスチュームボックス 
メルティチョコヘアコスチュームが入ったボックス。 200 

 

バレンタイン記念帽子 

アクセサリーボックス 
バレンタイン記念帽子アクセサリーが入ったボックス。 200 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
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・メルティチョコヘアコスチュームとバレンタイン記念帽子アクセサリーを手に入れよう 

「ラブラブバレンタイン2019」のイベントで交換できるメルティチョコヘアコスチュームとバレンタイン記念帽子ア

クセサリーは期間限定品！取り逃さないようにチケットを集めたら忘れずに交換しよう！ 

 

メルティチョコヘア 

コスチューム(女性用) 

メルティチョコヘア 

コスチューム(男性用) 

バレンタイン記念帽子アクセサリー 

(ドキドキハートバンド) 

   

 

▼大好きな彼のために…LOVE称号が貰えるイベントも同時開催中！ 

イベント期間中にイベント商店で交換できる各キャラクターに渡す[VD]チョコレートの交換個数が多い、上位10 名に

特別な称号をプレゼント！気になる男性キャラクターへの愛を今こそ集めてみよう！(男性キャラクターは全12 名) 

 

アイテム 効果 説明 

 

称号：カイルLOVE 攻撃力+3% 
[VD]カイルに渡すチョコレートを交換し、交換回数が多

い上位10 アカウントに配布。 

 

称号：ディーンLOVE 攻撃力+3% 
[VD]ディーンに渡すチョコレートを交換し、交換回数が

多い上位10 アカウントに配布。 

 

称号：ベントLOVE 攻撃力+3% 
[VD]ベントに渡すチョコレートを交換し、交換回数が多

い上位10 アカウントに配布。 

※アカウント毎に交換回数をカウントし、後日配布いたします。同アカウントによる複数の称号獲得はできません。 

 

◆GAMEcom『ラブラブバレンタイン2019』詳細ページはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/board/event/106 

◆ハンゲーム『ラブラブバレンタイン2019』詳細ページはこちら 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/106 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
mailto:pr@nhn-hangame.com
http://arpiel.gamecom.jp/board/event/106
http://arpiel.gamecom.jp/board/event/106
http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/106
http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/106


【Ar:pieL Press Release】 

アルピエルプレスリリース   

 2019/1/24 
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 

9/11 

■「メルティチョココスチューム」が新登場！  

 
 

バレンタインデーにぴったりのチョコレートをイメージした可愛いコスチュームが新登場！ビターな雰囲気に染色を

楽しむもよし、ふんわりとピンク色に染めてカップルで楽しむもよし！期間限定の「メルティチョココスチューム 」

を手に入れて皆に自慢しちゃおう♪ 

 

▼販売期間 

2019 年1 月24 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2019 年2 月21 日(木)定期メンテナンス開始前まで 

 

・メルティチョココスチューム着用例 

 
 

・メルティチョココスチューム７部位装着時の特殊エフェクト 
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▼ウェディングコスチュームが再登場！ 

大人気の「ウェディングコスチューム」がトリックスターの宝物庫に再登場！初回販売後の実装キャラクターも含まれ

ているので、セシル・ディーン・リーシャのプレイヤーは見逃さないようにしよう！ 

 

 
 

◆GAMEcom『メルティチョココスチューム』詳細ページはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/board/notice/194 

◆ハンゲーム『メルティチョココスチューム』詳細ページはこちら 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/notice/194 

 

 

その他、イベントやキャンペーンなどお得な情報についてはSNS や公式サイトを確認しよう！ 

 

◆『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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【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。 

 

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

