
 

 
 
 

 
2020.8.21 プレスリリース 

 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 

 

 

トリックオアトリート！ 

「HALLOWEEN SPECIAL EVENT」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10 月8 日(木)から「HALLOWEEN SPECIAL EVENT2020」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/ 

 

  

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


 

■HALLOWEEN SPECIAL EVENT開催！ 

 
 

アルピエル学園にてハロウィンイベントを開催しました！ハロウィン限定の特別ダンジョンをクリアし、カボチャキャンディを

手に入れよう！ 

カボチャキャンディを集めることで、ハロウィン限定コスチューム「チャームプキンのマント」や「チャームプキンの帽子」、そ

の他「祝福の聖油ボックス」など強化に役立つさまざまなアイテムを交換できます。 

 

◇イベント開催期間 

20020 年10 月8 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2020 年11 月05 日(木)定期メンテナンス開始前まで 

 

◇イベントアイテム 

アイテム 説明 

 

ハロウィンチケット 
期間限定ダンジョン『不気味なカボチャ農場』に 

挑戦することができるチケット。 

 

カボチャキャンディ 

学園広場にいるNPC「ソノラ」からさまざまなアイテムと 

交換することができるキャンディ。 

 

特別カボチャキャンディ 

 

◇カボチャキャンディと交換できるアイテム 

アイテム 個数 説明 
カボチャキャンディ 

交換必要個数 

アカウント 

交換制限 

ハロウィン 

輝くルーン生地ボックス 
1 

開封すると、「輝くルーン生地」を10

個獲得できるボックス 
100 10 回まで 

ハロウィン 

光るルーン生地ボックス 
1 

開封すると、「光るルーン生地」を20

個獲得できるボックス 
50 10 回まで 

ハロウィン 

祝福の聖油ボックス 
1 

開封すると、「祝福の聖油」を1 個獲

得できるボックス 
50 10 回まで 

ハロウィン 

ペット進化石ボックス 
1 

開封すると、「ペット進化石」を 10

個獲得できるボックス 
30 10 回まで 



 

ハロウィン 

シルベリオンドリンクH ボ

ックス 

1 
開封すると、「シルベリオンドリンク

H」を1 個獲得できるボックス 
20 20 回まで 

ハロウィン 

復活のコインボックス 
1 

開封すると、「復活のコイン」を1 個

獲得できるボックス 
10 20 回まで 

ハロウィン 

魔導爆竹ボックス 
1 

開封すると、魔導爆竹キャンディ(イ

チゴの香り添加、マスカット香り添

加、ブルーベリーの香り添加)を各 1

個ずつ獲得できるボックス 

10 無制限 

ハロウィン 

ドラゴンフルーツジュース

H ボックス 

1 
開封すると、「ドラゴンフルーツジュ

ースH」を1 個獲得できるボックス 
10 無制限 

ハロウィン 

ブルーレモネードH ボック

ス 

1 
開封すると、「ブルーレモネードH」

を1 個獲得できるボックス 
10 無制限 

ハロウィン 

灰色の魔力源ボックス 
1 

開封すると、「灰色の魔力源」を1 個

獲得できるボックス 
10 無制限 

 

◇特別カボチャキャンディと交換できるアイテム 

アイテム 個数 説明 
カボチャキャンディ 

交換必要個数 

アカウント 

交換制限 

ハロウィン 

イベントチケットボックス 
1 

学園広場にいるNPC「パルティオン」

の救護団商店にてさまざまなアイテ

ムと交換するのに必要なアイテム 

30 ５回まで 

チャームプキンの 

マントボックス 
1 

開封すると、開封したキャラクターに

応じた「チャームプキンのマント(昇

級不可)」を1 個獲得できるボックス 

30 無制限 

チャームプキンの 

帽子ボックス 
1 

開封すると、開封したキャラクターに

応じた「チャームプキンの帽子(昇級

不可)」を1 個獲得できるボックス 

30 無制限 

ハロウィン 

特級の製錬石ボックス 
1 

開封すると、「特級の製錬石」を1 個

獲得できるボックス 
20 10 回まで 

ハロウィン 

ルーン刻印フレームボック

ス 

1 
開封すると、「ルーン刻印フレーム」

を1 個獲得できるボックス 
50 4 回まで 

ハロウィン 

ルーン刻印インクボックス 
1 

開封すると、「ルーン刻印インク」を

1 個獲得できるボックス 
10 4 回まで 

ハロウィン 

ルーン刻印リムーバーボッ

クス 

1 
開封すると、「ルーン刻印リムーバー」

を1 個獲得できるボックス 
20 1 回まで 



 

ハロウィン 

ルーン刻印ナイフボックス 
1 

開封すると、「ルーン刻印ナイフ」を

1 個獲得できるボックス 
100 1 回まで 

ハロウィン 

虹のルーン生地ボックス 
1 

開封すると、「虹のルーン生地」を5

個獲得できるボックス 
50 1 回まで 

 

 

▽「チャームプキンのマント」「チャームプキンの帽子」着用イメージ 

 
 

◆「HALLOWEEN SPECIAL EVENT」の詳細はこちら 

GAMEcom： http://arpiel.gamecom.jp/board/event/294 

ハンゲ：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/294 

http://arpiel.gamecom.jp/board/event/294
http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/294


 

 

 

   

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 

◆『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。 

mailto:press@wemadeonline.co.jp
http://arpiel.gamecom.jp/
https://arpiel.hange.jp/
http://www.wemadeonline.co.jp/
http://www.fukuoka.cocone.co.jp/

