2019.04.25 プレスリリース
Weｍade Online Co., Ltd. & NHN hangame Corp.

学園生活が楽しめるファンタジーアクションRPG

ゴールデンウィークを遊び尽くそう！
豪華アイテムや限定コスチュームなどが貰える
記念イベント「Golden:pieL2019」開催！
株式会社 Wemade Online(本社:東京都千代田区、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 4 月 25 日(木)よりゴールデンウィーク特別イベント「Golden:pieL2019」を開催します。

■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

■「Golden:pieL2019」開催！
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 4 月 25 日(木)より、「Golden:pieL2019」を開催し
ました。ゴールデンウィーク中も『Ar:pieL』を十分に楽しめるイベントが盛り沢山なので、この機会にアルピエル学園で学園生
活を楽しもう！
◇[Golden:pieL part.1] 出席簿イベント

期間中、ゲームにログインするだけで特別な家具アイテムや折り紙カブトのコスチューム、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、学園生活を楽しもう！
◇イベント期間
2019 年 4 月 19 日(金)05:00 ～ 2019 年 5 月 9 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
◇出席簿で貰えるアイテムを一部紹介
こどもの友達スマイリーパネル

こどもの日記念カブト着用イメージ

※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。

■GAMEcom『出席簿イベント』詳細はこちら
http://arpiel.gamecom.jp/board/event/141
■ハンゲーム『出席簿イベント』詳細はこちら
http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/141

◇[Golden:pieL part.2] 新入生大歓迎イベント

今、『Ar:pieL』では新しくゲーム始めると新入生用ガチャを最大 110 回分引ける、「新入生大歓迎イベント」を開催していま
す！また、期間中、新たに作成したキャラクターが戦闘レベル 70 を達成した全てのアカウントを対象に、従者のコスチューム一
式をプレゼント！この機会にキャラクターを作成・育成してみよう！
◇イベント期間
2019 年 4 月 18 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2019 年 5 月 9 日(木)定期メンテナンス開始前まで
◇新入生用ガチャから入手できるアイテムを一部紹介
アイテム

説明

特待生の成績表(30 日)

特級の製錬石

経験値上昇やロッカー遠隔利用など様々な特典を受けることができる
アイテム。

装備の製錬に必要なアイテム。

◇戦闘レベル 70 達成報酬「従者のコスチューム」着用例紹介
アイリーン

カイル

■GAMEcom『新入生大歓迎イベント』詳細はこちら
http://arpiel.gamecom.jp/board/event/143
■ハンゲーム『新入生大歓迎イベント』詳細はこちら
http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/143

ユエ

ディーン

◇[Golden:pieL part.3] 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 4 月 18 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2019 年 5 月 9 日(木)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

レイド HOT TIME

時空ダンジョン HOT TIME

生活 HOT TIME(採集/救護団)

■GAMEcom『HOT TIME イベント』詳細はこちら
http://arpiel.gamecom.jp/board/event/142
■ハンゲーム『HOT TIME イベント』詳細はこちら
http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/142

成長材料ドロップ率 77%増加
ゴールドドロップ率 7%増加
攻撃力と防御力 10%増加
成長材料ドロップ率 77%増加
成長材料ドロップ率 77%増加
ゴールドドロップ率 7%増加
採集速度 82%増加
生活経験値と救護団貢献度 95%増加

◇[Golden:pieL part.4] カタリスト合成イベント

イベント期間中、スキルの能力強化に欠かせないカタリストの合成に成功することで様々なアイテムをプレゼント！カタリスト
の合成にチャレンジしてスキルの強化とアイテムの獲得を狙いましょう！合成難易度の高いカタリストの合成を行うことでより
豪華なアイテムを獲得できたり、特定の種類のカタリストの合成に成功することで追加報酬を獲得するチャンスも！そのほか、
カタリストを入手するためのダンジョン「英雄モード」を使用することで「補習授業書」などの獲得も行えます！
◇イベント期間
2019 年 4 月 25 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2019 年 5 月 9 日(木)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
◇達成報酬と内容を一部紹介
達成報酬
ルナのカタリストボックス x 10 個

課題内容
任意の S ランクカタリストを合成にて獲得する。

ルナの魔導工学知識 x 3 個

クリティカルカタリスト[A+ランク] を合成にて獲得する。

英雄の次元結晶 III x 300 個

消費 MP 減少カタリスト[S ランク] を合成にて獲得する。

補習授業書(チャレンジモード) x3 個

■GAMEcom『カタリスト合成イベント』詳細はこちら
http://arpiel.gamecom.jp/board/event/146
■ハンゲーム『カタリスト合成イベント』詳細はこちら
http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/146

英雄ダンジョン[A モード]を 20 回クリア。

◇[Golden:pieL part.5] 金を集めろ！ゴールドラッシュ！イベント

イベント期間中、金鉱石や金のサークル活動証などのアイテムを獲得することで限定アイテム「こいのぼり」や、アカウントに
配布されるゴールドチケットを使用することで、ゴールドが手に入る「ゴールド箱」などを獲得できます！
◇イベント期間
2019 年 4 月 26 日(金)05:00 ～ 2019 年 5 月 9 日(木)04:59 まで
◇イベント報酬の一部を紹介
達成報酬

課題内容

こいのぼり家具 x 1 個

ゴールデンゴールデン – ヘア染色アンプル x 1 個

家具アイテム「こいのぼり」

金のサークル活動書を 20 枚獲得。

金鉱石を 30 枚獲得。

ゴールデンゴールデンヘア染色例

■GAMEcom『金を集めろ！ゴールドラッシュ』詳細はこちら
http://arpiel.gamecom.jp/board/event/145
■ハンゲーム『金を集めろ！ゴールドラッシュ』詳細はこちら
http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/145

◇[Golden:pieL part.6] 黄金の幽霊を探せ！イベント

2019 年 5 月 3 日(金)21:00～22:00 にアルピエル学園の全マップ・チャンネルのどこかに黄金の幽霊が出現します。黄金の幽
霊が見つかった回数に応じてイベントに参加したキャラクター全員に豪華アイテムをプレゼント！黄金の幽霊は消えたり現れた
りを繰り返すので探すのは結構大変！たとえ見つけることができなくても、イベントに参加していれば報酬獲得の対象になるの
で頑張って黄金の幽霊を探してみよう！
◇イベント期間
2019 年 5 月 3 日(金)21:00 ～ 22:00 まで
◇イベント対象
イベントに参加した全てのキャラクター
◇イベントで獲得可能なアイテムを一部紹介
アイテム
スウィーティ―コスチュームキューブ

虹のルーン生地

万能染色アンプル

■GAMEcom『黄金の幽霊を探せ』詳細はこちら
http://arpiel.gamecom.jp/board/event/147
■ハンゲーム『黄金の幽霊を探せ』詳細はこちら
http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/147

説明
スウィーティーコスチュームなどのアイテムが入ったキューブ。
個別の確率でアイテムを獲得できる。
パルマコスチュームや、ルーン刻印フレームなどの製作材料とし
て使用できるアイテム。

お好みの色を RGB 値で指定してアンプルを生成できる。

◇[Golden:pieL part.7] 学園道場抽選会イベント

学園道場「2vs2」マッチングにおいてイベント GM が出現！GM に遭遇したキャラクターに報酬をプレゼントします！更にイベ
ント GM と同じチームに配属されたユーザーはダブルアップのチャンスが発生！イベント GM と一緒に勝利することでキャラク
ターは追加報酬を獲得することができます。また、一番勝利数の多いイベント GM を予想するイベントも同時に開催！PVP に自
信がない生徒もぜひご参加ください！
◇イベント期間
2019 年 5 月 4 日(土)20:00 ～ 22:00 まで
◇参加方法
イベント開催時間中に学園道場システムを利用したキャラクター
◇イベントで獲得可能なアイテムを一部紹介
達成報酬

条件

学園と従者の宝物庫 x 1 個

イベント GM とマッチングする。

光るルーン生地 x 50 個

「団体戦 2vs2」に 3 回入場する。

次元強化石 x 50 個

■GAMEcom『学園道場抽選会』詳細はこちら
http://arpiel.gamecom.jp/board/event/148
■ハンゲーム『学園道場抽選会』詳細はこちら
http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/148

勝利数の多いイベント GM を予想し的中させる。

◇[Golden:pieL part.8]

お宝発見！トレジャーハンティングイベント

2019 年 5 月 5 日(日)21:00～22:00 に特定の地域およびチャンネルにアイテムが出現します！普段はなかなか入手することが
できないアイテムが落ちていることも…？アイテムが落ちる場所はある程度決まっているため、いつも落ちていないはずのアイ
テムを頼りに、レアアイテムを探してみよう！
◇イベント期間
2019 年 5 月 5 日(日)21:00 ～ 22:00 まで
◇イベントで獲得可能なレアアイテムを一部紹介
アイテム
チャレンジセット効果付与書ボックス

クレオの特性訓練用魔導機

[レア]昇級ヘアボックス

還元された+8 強化スクロール

説明
強力なセット効果付与書が獲得できるボックス。

ペットに使用すると 100%限界突破できる。

昇給可能なレア等級のヘアコスチュームなどを獲得できる。

100%の確率で装備の強化値を+8 まで強化できる。

■GAMEcom『トレジャーハンティングイベント』詳細はこちら
http://arpiel.gamecom.jp/board/event/149
■ハンゲーム『トレジャーハンティングイベント』詳細はこちら
http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/149

なお、「Golden:pieL2019」の内容は特設サイトにて公開中！詳しくは下記 URL を確認しよう！
■GAMEcom『Golden:pieL2019』特設サイト イベントページはこちら
http://arpiel.gamecom.jp/event/10_event
■ハンゲーム『Golden:pieL2019』特設サイト イベントページはこちら
http://hg-arpiel.gamecom.jp/event/10_event

■公式サイトの「視聴覚室」に待望の新曲追加！

『Ar:pieL』のキャラクターテーマ曲が視聴できる「視聴覚室」に新しく楽曲を 3 曲を追加しました！今回はセシル・ハンナ・バ
インのテーマ曲が新たに登場！使用しているキャラクターのテーマ曲があればチェックしてみよう！

◆『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

■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 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。

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

ハンゲーム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

NHN ハンゲーム株式会社 担当者：宋
E-mail： pr@nhn-hangame.com

