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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』 

おかげさまでサービス開始から1周年！ 

豪華アイテムが貰える出席簿をはじめ、 

限定コスチュームや称号が貰える記念イベントを多数実施！ 

 

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3 月1 日(金)をもってサービス開始から1 周年を迎えます。1 周年

を記念して、2019 年 2 月 21 日(木)より豪華アイテムが貰える出席簿や、限定コスチュームや称号が手に入るイベン

トを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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■ありがとう！皆さまのおかげで正式サービス開始から1周年！ 

学園生活が楽しめるファンタジーアクションRPG『Ar:pieL』は2019 年3 月1 日(金)をもちまして、正式サービス開

始より 1 周年を迎えます！日頃より『Ar:pieL』を愛して下さる皆様に厚く御礼申し上げます。また、1 周年を記念し

て2019 年2 月21 日(木)より様々な豪華アイテムが貰える出席簿イベントをはじめ、限定コスチュームや称号が手に

入るイベントなど計7 種のイベントを開催しました！ 

 

■出席簿イベント 

 
 

ゲームにログインするだけで、コスチュームの昇級に欠かせない輝くルーン生地や、装備の強化に必要な次元強化石な

ど、豪華アイテムが手に入ります！忘れずにログインして、アルピエル学園を楽しもう！ 

 

◇イベント期間 

2019 年2 月22 日(金)05:00 ～ 2019 年3 月22 日(金)05:00 まで 

◇イベント対象者 

期間中、ゲーム内にログインしたアカウント 

 

◇出席簿で貰えるお得なアイテムを一部紹介 

アイテム 説明 

 

虹のルーン生地 
ルーン刻印フレーム及びルーン刻印ナイフに交換でき、 

パルマコスチューム製作にも必要なアイテム。 

 

特級の製錬石 
装備を製錬する際に使用するアイテム。 

製錬値が20,000 上昇する。 

 

※同一アカウント内の複数キャラクターで条件を達成しても、配布は1 アカウントにつき1 回のみとなります。 
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■コイン交換イベント 

 
 

イベント期間中、「英雄ダンジョン」「ハーフレイド」「レイド」「シナリオダンジョン」でドロップする1 周年記念

コインを集め、学園広場の NPC ソノラに持っていくと限定コスチューム「1 周年記念ランドセル」や限定称号「1st 

Anniversary」、「1 周年記念壁紙」など1 周年にちなんだアイテムを入手できます！ 

 

◇イベント期間 

2019 年2 月21 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2019 年3 月22 日(金)定期メンテナンス開始前まで 

◇イベント対象者 

全てのキャラクター 

 

学園広場にいるNPCソノラのもとで交換しよう！ 

 

1周年記念ランドセル 1周年ケーキコスチューム 1周年メガネコスチューム 
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■先生たちからの課題イベント 

 
 

イベント期間中、学園内の先生たちから特別課題を受諾できます！特別課題は各先生毎に異なり、課題達成時に貰える

報酬も様々です！是非、個性的なアルピエル学園の先生たちの課題をクリアして、ご褒美を貰いましょう！ 

 

◇イベント期間 

2019 年2 月21 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2019 年3 月22 日(金)定期メンテナンス開始前まで 

◇イベント対象 

全てのキャラクター 

 

・特別課題を受諾できるNPC一覧 

ソノラ ベント ワカナ デンジャー 

シャム モニカ アンゴラ 

 

・クエスト内容一部紹介 

受諾可能NPC 課題内容 達成報酬 

ソノラ 

以下の「巨大な」採集物を各1 回採集 

オレンジ、亜麻、綿、トウガラシ、 

カエデ、宝石原岩  

ゴールドハンドx 10 個 

ベント 

以下の「上級」ダンジョンを各1 回クリア 

ラパンパ河口西部、守護の木、 

隠された陥没地、王の墓  

シルベリオンドリンクH x 20 個 

デンジャー 

属性ダンジョン(精鋭以上)、 

曜日ダンジョン、古代ダンジョンを 

それぞれ1 回ずつクリア  

魔力に満ちたD カードパック x3 個 

アンゴラ 
チャレンジダンジョン4段階以上をクリア

する 
 

チャレンジセット効果付与書 

ボックス x3 個 
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■パルマ製作応援イベント 

 
 

「コスチューム合成」システムで、エピックコスチュームを合成素材に使用してパルマコスチュームを合成すると、通

常75%の成功確率が期間限定でなんと100%の成功確率にアップします！是非この機会に「コスチューム合成」でパ

ルマコスチュームを揃えて探索しよう！！ 

 

◇イベント期間 

2019 年2 月21 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2019 年3 月7 日(木)定期メンテナンス開始前まで 

 

 

通常75%の成功確率が期間限定で100％にアップ！ 

上手く利用してパルマコスチュームを製作しよう！ 

 

※エピックコスチュームの合成のみ合成確率100%の対象です。 

 ユニークコスチュームの合成は対象外です。 

 

・パルマコスチューム着用例 
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■HOT TIMEイベント 

 
 

イベント期間中、時間帯に応じて様々なバフが発生します！採集してもよし、ダンジョンやレイドに行くもよし、是非

この機会に学園生活を満喫しよう！！ 

 

◇イベント期間 

2019 年2 月21 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2019 年3 月22 日(金)定期メンテナンス開始前まで 

 

・時間帯により適用される効果一覧 

名称 適用効果 

生活HOT TIME(採集) 採集速度82%増加 

生活HOT TIME(救護団) 生活経験値と救護団貢献度95%増加 

英雄モードHOT TIME 
成長材料ドロップ率77%増加 

ゴールドドロップ率7%増加 

レイドHOT TIME 
攻撃力と防御力10%増加 

成長材料ドロップ率77%増加 

時空ダンジョンHOT TIME 
成長材料ドロップ率77%増加 

ゴールドドロップ率7%増加 

生活HOT TIME(採集/救護団) 
採集速度82%増加 

生活経験値と救護団貢献度95%増加 
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■ファンアートコンテスト 

 
 

アルピエルサービス開始 1 周年を記念して、ファンアートコンテストを開催します！優秀な作品には Y.P をプレゼン

ト！さらにゲーム内の家具「ポスター」として後日実装します！  

 

◇イベント期間 

2019 年2 月21 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2019 年3 月22 日(金)定期メンテナンス開始前まで 

◇参加方法 

アルピエル公式サイトのファンアート掲示板に投稿 

 

賞と受賞人数 報酬 

最優秀賞(1 名) 

50,000Y.P 

受賞作品がゲーム内にポスターとして実装 

受賞作品ポスター家具アイテム x1 個 

優秀賞(2 名) 

30,000Y.P 

受賞作品がゲーム内にポスターとして実装 

受賞作品ポスター家具アイテム x1 個 

運営特別賞(2 名) 

10,000Y.P 

受賞作品がゲーム内にポスターとして実装 

受賞作品ポスター家具アイテム x1 個 

※ゲーム内家具への実装につきましては決定次第、公式サイトにてお知らせいたします。 
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■アルピエル総選挙 

 
 

イベント期間中、ログインすると「投票チケット」が貰え、お気に入りキャラクターで使用するとキャラクターに投票

ができます！投票で1～3 位に輝いたキャラクターには特別称号をプレゼント！また、投票数に応じてプレゼントアイ

テムも手に入るので、どんどん推しキャラクターに投票しよう！ 

 

◇イベント期間 

2019 年2 月21 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2019 年3 月22 日(金)定期メンテナンス開始前まで 

 

獲得契機 アイテム 説明 

ログイン時 

 

投票チケット 
使用したキャラクターに投票することが

できるチケット。 

 

・得票数上位1～3位キャラクターへの報酬 

得票順位 アイテム 説明 

1～3 位 

 

称号:アルピエル総選挙 -第1～3 位- 
アルピエル総選挙上位入賞キャラクター

の特別称号。 

※所持している対象キャラクター全てに配布 

アカウント内に複数キャラクターを所持している場合でも全てのキャラクターに配布されます。 

 

 

◆GAMEcom『1周年大感謝祭』特設サイト イベントページはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/event/09_anniversary 

◆ハンゲーム『1周年大感謝祭』特設サイト イベントページはこちら 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/event/09_anniversary 
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■プレゼントキャンペーンも実施中！大感謝祭！ 

1 周年記念大感謝祭のキャンペーンとして、期間中にご応募いただいたアカウントの中から抽選でオリジナルグッズや

ゲーム内アイテムをプレゼント！応募条件はとっても簡単で「GAMEcom もしくはハンゲーム会員である」かつ「ゲー

ム内に1 体以上キャラクターを所持している」のみ！今回は特別に2 回まで応募可能なので、Ar:pieL をプレイしてキ

ャンペーンに参加し、サイン色紙やオリジナルグッズ、豪華ゲーム内アイテムを手に入れよう！ 

 

 
 

◇キャンペーン期間 

2019 年2 月21 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2019 年3 月22 日(金)定期メンテナンス前まで 

◇応募条件 

「GAMEcom もしくはハンゲーム会員である」かつ「ゲーム内に1 体以上キャラクターを所持している」 

◇当選通知 

各賞品当選者の方には2019 年3 月下旬に、賞品発送に関するご連絡を公式サイト内の連絡帳へいたします。 

 

※注意事項 

・当選された賞品によっては送付先の住所等の個人情報をお伝えいただく場合がございます。予めご了承ください。 

・利用規約に抵触する行為などが確認された場合、キャンペーンの対象から除外させていただく場合がごあいます。 

・当選時にゲーム内キャラクターの存在を確認できない場合、キャンぺーンの当選対象から除外させていただきます。 

・当選後の権利の譲渡・換金はできません。 
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■1周年Twitter#ハッシュタグキャンペーンも同時開催！ 

キャンペーン期間中にキャンペーン専用ハッシュタグ「#アルピエル学園広報部」と「#1 周年」をつけて『Ar:pieL(ア

ルピエル)』の広報活動を行った方の中から抽選で 30 名様に Ar:pieL オリジナル Webmoney カードをプレゼントし

ます！文字だけのツイートでも、スクリーンショットやファンアートを添えてもOK！皆で1 周年を宣伝しよう！ 

 

 
 

◇キャンペーン期間 

2019 年2 月21 日(木)対象ツイート投稿時 ～ 2019 年3 月22 日(金)10:00 まで 

◇当選通知 

2019 年3 月22 日(金)以降、Twitter のダイレクトメッセージ(DM)にて随時ご連絡いたします。 

 

※注意事項 

・キャンペーン期間や内容については変更となる場合があります。 

・事前にTwitter のDM 受け取り設定をご確認ください。 

・Twitter アカウント名や ID の変更等を行った際には本人確認が行えなかったものとし、賞品の発送をいたしかねる

場合がございます。賞品到着までアカウントの変更はお控えいただきますよう、あらかじめご了承ください。 

 

 

◆GAMEcom『1周年大感謝祭』特設サイトはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/event/09_anniversary 

◆ハンゲーム『1周年大感謝祭』特設サイトはこちら 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/event/09_anniversary 
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■アルピエル学園放送部 1st Anniversary公式生放送配信決定！ 

2019 年3 月1 日(金)のサービス開始1 周年を記念し、翌日の3 月2 日(土)19:00 より1st Anniversary 公式生放送

をお送りします！1 周年ならではの内容を予定しており、視聴者参加型コーナーやプレゼントもドーンとご用意！是非

ご視聴ください。 

 

 
 

◇1周年公式生放送日程 

放送日時 2019 年3 月2 日(土) 19:00 ～ 

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：天野七瑠 (声優/ブレイヴン・ガハル役) 他 

放送枠URL 

ニコニコ生放送：http://live2.nicovideo.jp/watch/lv318617003 

YouTube ライブストーム：https://www.youtube.com/watch?v=PwDpFVPV840 

Twitter LIVE：https://twitter.com/ArpieL_JP 

※Periscope URL は当日案内いたします。 

 

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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【Ar:pieL Press Release】 

アルピエルプレスリリース   

 2019/2/21 
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。 

 

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

