
 

 
 
 

 
2020.2.27 プレスリリース 

 Weｍade Online Co., Ltd. & cocone fukuoka Corp. 

学園生活が楽しめるファンタジーアクションRPG 

 

 

学園生活が楽しめるファンタジーアクションRPG『Ar:pieL』 

皆様のおかげでサービス開始から2周年！ 

記念アイテムが貰えるイベントや、 

Twitterキャンペーン等を含む大感謝祭を実施！ 

 

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、cocone fukuoka 株式会

社(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長：申 尚澈、以下ココネ fk)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、2020 年3 月1 日(日)をもってサービス開始から2 周年を迎えます。2 周年に先駆けて、2020 年2 月27 日(木)より記念ア

イテムが貰えるイベントや、Twitter キャンペーンを含む大感謝祭を実施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『Ar:pieL』公式サイトはこちら 

http://arpiel.hange.jp 

 

 

http://arpiel.gamecom.jp/
http://arpiel.hange.jp/


 

■ありがとう！正式サービス開始2周年！大感謝祭を実施中！ 

学園生活が楽しめるファンタジーアクション RPG『Ar:pieL』は 2020 年 3 月 1 日(日)をもちまして、正式サービス開始より 2

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、2 周年を記念して2020 年 2 月 27

日(木)より様々な記念アイテムが貰えるイベントをはじめ、Twitter キャンペーンなどを含む大感謝祭を実施しました。 

 

▼スペシャルログインタイムイベント 

 
 

イベント期間中、ゲームにログインするだけで限定コスチュームや、接続時間に応じて学園生活に役立つ豪華アイテムが手に入

ります！忘れずにログインして、2 周年を迎えるアルピエル学園で楽しもう！ 

 

◇イベント期間 

2020 年2 月28 日(金)05:00 ～ 2020 年3 月19 日(木)04:59 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 

 

◇スペシャルログインタイムイベントで貰えるアイテムを一部紹介 

アイテム 説明 

 

ビッグヘルメット ノーマル等級（昇級不可）の帽子コスチューム。 

※同一アカウント内、複数の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。 

 

◇ビッグヘルメット着用例 

  

2 周年限定品なので、見逃さないようにしよう！ 頑丈そうなヘルメットなので防御力も上がった気分に！？ 

 

 

 



 

▼クレオの秘密のペットイベント 

 
 

イベント期間中、「英雄R ダンジョン」「ハーフレイド」でドロップする「2 周年記念コイン」を集め、学園広場のNPC クレオ

に持っていくと限定コスチューム「2 周年記念ランドセル」や限定称号「2nd Anniversary」、「期間限定ペット」など 2 周年

にちなんだアイテムを入手できます！ 

 

◇イベント期間 

2020 年2 月27 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2020 年3 月19 日(木)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クレオのもとで交換しよう！ 

 

2周年記念ランドセルはインパクト抜群！ 期間限定ペットは3種類！全部手に入れよう！ 

  

 

 

 



 

▼オリジナル称号コンテスト 

 
 

コンテスト期間中、生徒の皆様からオリジナル称号案の募集を行います。称号の名前はもちろん、能力も選定し、考えた称号が

似合うスクリーンショットと一緒にオリジナル称号案を公式サイト上に投稿しよう！まずは運営チームが優秀賞を選出し、その

後優秀賞の中より最優秀賞を生徒の皆様に公式サイトのアンケートフォーム上で決定していただきます。見事、最優秀賞に輝い

た称号案は後日ゲーム内に実装します。自分の考えた称号がゲーム内に反映されるチャンス！ご応募をお待ちしています！ 

 

◇募集期間 

2020 年2 月27 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2020 年3 月5 日(木)定期メンテナンス開始前まで 

 

◇アンケート期間 

2020 年3 月12 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2020 年3 月19 日(木)定期メンテナンス開始前まで 

 

▼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 

2020 年2 月27 日(木)定期メンテナンス終了後 ～ 2020 年3 月19 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！ 

 

※合成確率100%の対象はエピックコスチューム合成のみです。 

 ユニークコスチュームの合成は対象外です。 



 

■2周年記念Twitterキャンペーンも同時開催！ 

キャンペーン期間中にハッシュタグ「#アルピエル」と「#2 周年」をつけて『Ar:pieL(アルピエル)』に関するツイートを行った

方の中から抽選で 10 名様に豪華ゲーム内アイテム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2 周年をお祝いしよう！ 

 

 
 

◇キャンペーン期間 

2020 年2 月27 日(木)キャンペーンページ公開後 ～ 2020 年3 月19 日(木)10:00 まで 

 

◇当選通知 

2020 年3 月19 日(木)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。 

・当選時DM を送信いたしますので、必ずアルピエル公式Twitter「@ArpieL_JP」をフォローした上でご参加ください。 

・事前にTwitter のDM 受け取り設定をご確認ください。 

・当キャンペーン商品の受取には公式サイトより会員登録及びゲーム内にてキャラクターの作成が必要になります。 

・ツイートを非公開に設定されている場合、ツイートの確認が行えませんのでご注意ください。 

・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、当選通知をいたしかねる場合がござい

ます。プレゼントアイテム受取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。 

・当選権利の譲渡は行えませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 

◆GAMEcom『2周年大感謝祭』特設サイトはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/event/12_anniversary 

◆ハンゲ『2周年大感謝祭』特設サイトはこちら 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/event/12_anniversary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arpiel.gamecom.jp/event/12_anniversary
http://arpiel.gamecom.jp/event/12_anniversary
http://hg-arpiel.gamecom.jp/event/12_anniversary


 

■2nd Anniversary宝物庫や期間限定のペットを販売開始！ 

2 周年を記念して、特別な D カードを獲得できる宝物庫や、期間限定のペットを購買部にて販売します。どれも魅力的なものば

かりなのでチェックしよう！ 

 

 
 

◇販売期間 

2020 年2 月27 日(木) 定期メンテナンス終了後 ～ 2020 年3 月19 日(木)定期メンテナンス開始前まで 

 

◇2nd Anniversary 宝物庫で獲得できるアイテムを一部紹介 

アイテム 説明 

 

+1 パルマ探索隊ルー エピック等級のD カード 

 

+1 パルマ探索隊カイル エピック等級のD カード 

 

+1 パルマ探索隊アイリーン エピック等級のD カード 

 

◇購買部で販売開始されるアイテムを一部紹介 

アイテム 説明 

 

ポーターチビ幽霊(1 段階) ２つの効果を持つ新規ペットアイテム 

 

フック幽霊(1 段階) ２つの効果を持つ新規ペットアイテム 

 

レイス(1 段階) ２つの効果を持つ新規ペットアイテム 

 

 

◆GAMEcom『2nd Anniversary宝物庫』の詳細はこちら 

http://arpiel.gamecom.jp/board/notice/362 

◆ハンゲ『2nd Anniversary宝物庫』の詳細はこちら 

http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/notice/362 

http://arpiel.gamecom.jp/board/notice/362
http://arpiel.gamecom.jp/event/12_anniversary
http://arpiel.gamecom.jp/event/12_anniversary
http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/notice/362


 

 

 

   

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：小坂 

E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

cocone fukuoka 株式会社 担当者：森 

E-mail：  mori_takanobu@cocone.co.jp 

◆GAMEcom『Ar:pieL』公式サイトはこちら 

http://arpiel.gamecom.jp 

◆ハンゲ『Ar:pieL』公式サイトはこちら 

http://arpiel.hange.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。 

 

■cocone fukuoka 株式会社 について http://www.fukuoka.cocone.co.jp 

cocone fukuoka 株式会社はオンラインゲームポータルサイト『ハンゲ』運営を中核事業に、アバター/コミュニティサービス運

営、スマートフォンゲームの開発やコンテンツ製作を展開しています。また、これらに関わる運営/テスト/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
http://arpiel.gamecom.jp/
http://arpiel.hange.jp/
http://www.wemadeonline.co.jp/
http://www.fukuoka.cocone.co.jp/

