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Weｍade Online Co., Ltd.

学園生活が楽しめるファンタジーアクションRPG

特別なアイテムが製作できる錬金術のお勉強イベントや、
真夏のスペシャルログインタイムイベント等を開催中！
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 7 月 16 日(木)より特別なアイテムが製作できる「錬金術のお勉強[中級編]」イベントや、真夏のスペシャルログイ
ンタイムイベント等を開始したことをお知らせいたします。

◆『Ar:pieL』公式サイトはこちら

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp
ハンゲ：https://arpiel.hange.jp/

■前回[初級編]の続編となる「錬金術のお勉強[中級編]イベント」を開催中！

イベント期間中、チャレンジダンジョンからイベントアイテムの「知恵の源」が獲得できます。
イベントアイテムの「知恵の源」を集めると冒険に役立つさまざまなアイテムに交換できるほか、イベント限定レシピブックを
通じて製作できるアイテムの材料として利用することもできます！
イベントアイテムをたくさん集めて、便利なアイテムの大量ゲットを目指しましょう！
もちろん、前回の[初級編]で獲得した「知恵の源」も使用可能です。
※なお、今回開催するイベントは[中級編]となっており、今後続編の開催も予定しております。
※[中級編]では続編で使用可能になるアイテムも獲得できるので、今後のイベントに向けてぜひご参加ください！
◇開催期間
2020 年 7 月 16 日(木)メンテナンス後 ～ 2020 年 8 月 6 日(木)メンテナンス時まで
◇イベントの流れ
(1)ゲーム内のチャレンジダンジョンから期間限定で出現するイベントアイテム「知恵の源」を収集
(2)集めた「知恵の源」を NPC ソノラに渡して、イベント限定のレシピブックをはじめとした報酬アイテムと交換！
(3)イベント限定レシピを通じた製作には素材として「知恵の源」が必要となるため、イベントアイテムをさらに集めて「知恵の
錬金術箱」を製作！箱をどんどん作って、便利なアイテムの大量ゲットを目指しましょう！
◇錬金術のお勉強[中級編]で獲得できるアイテムを一部紹介
アイテム

説明
チャレンジダンジョンから出現するイベントアイテム。

知恵の源

集めると学園広場にいる NPC「ソノラ」から様々なアイテムと交換することができる
ほか、「知恵の錬金術箱」の製作材料としても必要となる。

レシピブック：
知恵の錬金術箱

使用することで、「知恵の錬金術箱」が製作可能になる。
知恵の錬金術箱は、開封すると各属性強化値を一時的に増加できる秘薬や今後開催予
定の続編で使用できるアイテムを獲得できるボックス。

◆『錬金術のお勉強[中級編]』イベントの詳細はこちら

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/event/274
ハンゲ：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/274

■ヘアコスチュームを獲得しよう！「真夏のスペシャルログインタイムイベント」を開催！

イベント開催期間中、ゲーム内への毎日の累積ログイン時間に応じてプレゼントアイテムを受け取れる『真夏のスペシャルログ
インタイム』イベントを実施いたします。
探索をサポートしてくれる便利なプレゼントが毎日受け取れるだけでなく、イベント開催期間中の初回接続時には夏にピッタリ
の『サマーバケーションヘアコスチューム』も入手可能です！
◇開催期間
2020 年 7 月 17 日(金)05:00 ～ 2020 年 8 月 6 日(木)04:59 まで
◇イベントの流れ
(1) 毎日の累計ログイン時間が一定以上になると役立つアイテムをゲーム内メールでプレゼント！
(2) 30 分/60 分/90 分/120 分と、1 日最大 4 つの接続時間報酬をゲットできるので、毎日ログインしてたくさんアイテムを貰
おう！
◇真夏のスペシャルログインタイムイベントで獲得できるアイテムを一部紹介
アイテム
サマーバケーシ
ョンヘアコスチ
ュームボックス
通常ランダム
ボックス

説明
開封したキャラクターのサマーバケーションヘアコスチュームを獲得できる。
（マジック等級/昇給不可）

内容物の中から 1 つランダムにアイテムを獲得できるボックス。

▲サマーバケーションヘアコスチュームの着用イメージ
◆『真夏のスペシャルログインタイムイベント』イベントページはこちら

GAMEcom： http://arpiel.gamecom.jp/board/event/275
ハンゲ：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/275

■購買部応援キャンペーン開催！この機会に購買部をお得に利用しよう！

購買部からお得なキャンペーンのお知らせです。キャンペーン期間中にゲーム内で使用した Y.P に応じて素敵なアイテムをプレ
ゼント！この機会にゲーム内アイテムを購入して学園生活を満喫しよう！
◇キャンペーン期間
2020 年 7 月 16 日(木)メンテナンス後 ～ 2020 年 7 月 30 日(木)メンテナンス時まで
◇キャンペーン詳細
キャンペーン期間中に以下の条件を満たすと後日ゲーム内アイテムをプレゼント。
1. ゲーム内で 5,000Y.P を使用したアカウント(1 アカウントにつき 1 回まで)
2. ゲーム内で 15,000Y.P を使用したアカウント(1 アカウントにつき 1 回まで)
3. ゲーム内で 30,000Y.P を使用したアカウント(1 アカウントにつき 1 回まで)
◇期間中 5,000Y.P 使用すると、以下のアイテムを 1 個プレゼント！
アイテム
追憶の翼
ボックス

説明
開封時のキャラクターに応じた背中コスチュームを獲得可能。
（レア等級/昇給可能）ボックスはアカウント内取引可能。
ボックス内コスチュームは取引不可で、昇給後は 1 回の取引が可能になります。

◇期間中 15,000Y.P 使用すると、以下のアイテムを 1 個プレゼント！
アイテム
魔力に満ち
溢れた不思議な
D カード

説明
ノーマル～エピック等級までの D カードの
限界突破を行う際に素材として使用できる限界突破用アイテム。
アカウント内取引可能

◇期間中 30,000Y.P 使用すると、以下のアイテムを 1 個プレゼント！
アイテム
還元された＋13
強化スクロール

説明
アイテム強化時に使用すると 100%の確率で
強化段階を「13」にすることができるアイテム。
取引不可

※一度の購入で消費する Y.P にかかわらず、同アカウント内でキャンペーン期間中に使用した Y.P は全額がキャンペーンの集計
対象となります。
◆『購買部応援キャンペーン』の詳細はこちら
GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/event/276
ハンゲ：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/276

■期間限定で様々なアイテムを販売中！

トリックスターの宝物庫に「ビーチサイドコスチューム」が入荷いたしました。
今回はパッケージでの登場となっており、ユニーク等級コスチュームを 5 部位セットでゲットできるチャンスです！
他にも、購買部ではルーン刻印に役立つパッケージやサマーバケーションコスチュームなどを期間限定で販売中！
購買部応援キャンペーンによりお得にお買い物ができるこの機会に、購買部を要チェックです！
◇各商品の販売期間
ビーチサイドコスチューム宝物庫：2020 年 7 月 16 日(木) メンテナンス後 ～ 2020 年 8 月 20 日(木)定期メンテナンス時まで
購買部期間限定商品：2020 年 7 月 2 日(木) メンテナンス後 ～ 2020 年 8 月 6 日(木)定期メンテナンス時まで
▽ビーチサイドコスチューム着用イメージ

◆各販売アイテムの詳細はこちら
ビーチサイドコスチューム宝物庫
GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/notice/402
ハンゲ：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/notice/402
購買部期間限定商品
GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/notice/400
ハンゲ：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/notice/400

◆『Ar:pieL』公式サイトはこちら
GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/
ハンゲ：https://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』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：神農
E-mail： press@wemadeonline.co.jp

cocone fukuoka 株式会社 担当者：森
E-mail： mori_takanobu@cocone.co.jp

