
 

 
 
 

 
2020.12.10 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 

 

 

全９キャラのバランス調整「力の解放」実施！ 

また、クリスマスイベントの開催や 

購買部応援キャンペーン等を実施中！ 

 

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12 月10 日(木)にキャラクタースキルのバランス調整「力の解放」を実施しました。また、クリスマスイベント等

さまざまなイベント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/ 
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■バランス調整「力の解放」実施！！ 

 
 

2020 年12 月10 日(木)のアップデートより、各キャラクタースキルのバランス調整「力の解放」が実施されました。 

 

今回のアップデートではプレイアブル全9 キャラクターのスキルに調整を行いました。 

ダメージ数値のみではなく、スキルの移動距離や攻撃範囲、キャスティングタイム等の変更を実施いたしました。 

今まで使いづらかったスキルや、使用したことがないキャラクターにもぜひ挑戦してみてください！ 

 

詳細は公式サイトをご参照ください。 

 

◆『バランス調整アップデート「力の解放」』 詳細はこちら 

GAMEcom： http://arpiel.gamecom.jp/board/notice/434 

ハンゲ：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/notice/434 

 

 

  

http://arpiel.gamecom.jp/board/notice/434
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■聖なる夜を聖なるコスチュームで！メリクリピエル2020 開催！！ 

 
 

2020 年12 月10 日(木)メンテナンスより、クリスマスイベント「メリクリピエル2020」が開催中です。 

 

◇開催期間 

2020 年12 月10 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2020 年12 月28 日(月)メンテナンス開始 まで 

 

◇学園内と学園広場がクリスマス仕様に！ 

メリクリピエル 2020 が開催されている 2020 年 12 月 10 日(木)から 12 月 28 日(月)までの間、例年通りアルピエルの学園内

と学園広場がクリスマス仕様に変更されます！クリスマスの学園の景色、音楽を是非お楽しみください！ 

学園広場 学園内 

  

 

◇学園前庭園に「雪が積もった巨大なラヤの木」が出現 

イベント期間中、学園前庭園に「雪が積もった巨大なラヤの木」が出現します。「雪が積もった巨大なラヤの木」を採集すること

で、「クリスマスプレゼント交換チケット」を入手でき、学園広場のNPC ソノラに持っていくことで「聖夜のコスチュームのレ

シピ」や「雪の花ヘア」と交換することができます。 

雪が積もった巨大なラヤの木 

 



 

 

◇NPC ソノラにて交換可能なアイテムを一部紹介 

アイテム 説明 交換必要枚数 

 

レシピブック: 

聖夜のコスチューム 

(部位ごとに7 種) 

聖夜のコスチューム(キャラクター毎に7 種ずつ)を製作で

きるレシピ。 
3 

 

聖夜ヘアボックス 開封したキャラクターに応じた聖夜ヘアを獲得できる。 15 

 

雪の花ヘアボックス 開封したキャラクターに応じた雪の花ヘアを獲得できる。 15 

 

◇イベントアイテム交換に必要な「クリスマスプレゼント交換チケット」 

アイテム 説明 

 

クリスマスプレゼント 

交換チケット 

クリスマスプレゼントの交換に必要なチケット。学園前広場に出現する

「雪が積もった巨大なラヤの木」を採集することで入手可能。 

 

 

◇聖夜のコスチューム 

聖夜のコスチュームはキャラクター毎に 7 部位存在し、製作から入手可能です。7 セット着用するとスタンディング中の姿勢が

変更され、専用の特別なエモーションも使用することができます！ぜひ聖夜のコスチュームを製作してクリスマスに備えよう！ 

聖夜コスチューム×聖夜ヘア 

アイリーン 

聖夜コスチューム×雪の花ヘア 

ハンナ 

  

 

  



 

 

◇「雪が積もった巨大なラヤの木」から雪だるまメリィメリー出現！ 

イベント期間中、学園前広場に出現する「雪が積もった巨大なラヤの木」を採集し終えると、 

「雪だるまメリィメリー」が出現します。 

「雪だるまメリィメリー」を倒すと、イベント限定家具やコスチューム等を獲得できます。 

 

雪だるまメリィメリー 

 

 

◇雪だるまメリィメリーから入手可能なアイテム一部紹介 

アイテム 種類 

 

雪だるまマスクA 

コスチューム 

 

雪だるまマスクB 

 

サンタの仮装セット 

 

雪だるまケーキ 

家具 

 

ポインセチアリース 

 

+1 雪だるまメリィメリー D カード 

 

◆『メリクリピエル2020』詳細ページはこちら 

GAMEcom： http://arpiel.gamecom.jp/board/event/309 

ハンゲ：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/309 
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■今年最後のレイド討伐イベントを開催！ 

 

 
もうすぐ年末！！今年最後の「レイド討伐イベント」が開催中です。 

初心者ではなかなか獲得が難しい、強力な装備が報酬アイテムになっているので古代装備をまだ獲得していない方はチャンス！ 

 

◇開催期間 

2020 年12 月10 日(木)メンテナンス終了後 ～ 2020 年12 月28 日(月)メンテナンス開始 まで 

 

◇イベント詳細 

イベント期間中、レイドダンジョンのクリア回数に応じて報酬アイテムをプレゼントいたします！  

シングルダンジョンや強力な属性レイドコンテンツも対象になっているので、 

初心者や上級者まで楽しめる内容となっております！ 

 

◇イベント報酬アイテムを一部紹介 

アイテム 説明 

 

インフィニティスタールーン 装備アイテムを成長させるための材料。 

 

[古代]インフィニティ 

トーラスコアⅠ 

古代インフィニティシリーズのコア 

（装備アイテム） 

 

[古代]インフィニティ 

メビウスコアⅠ 

古代インフィニティシリーズのコア 

（装備アイテム） 

 

 

◆『今年最後のレイド討伐』イベント 詳細はこちら 

GAMEcom： http://arpiel.gamecom.jp/board/event/308 

ハンゲ：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/308 
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■冬のログインタイムイベントを開催！ 

 

 
イベント期間中、毎日皆さんのゲーム内へ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『冬のログインタイム』イベントを実施いたします。 

冒険に役立つプレゼントを受け取って、楽しい学園生活をおくりましょう！ 

 

◇開催期間 

2020 年12 月11 日(金)5:00 ～ 2020 年12 月28 日(月)5:00 まで 

 

◇イベント詳細 

イベント期間中、毎日の累計ログイン時間が一定以上になると冒険で役立つアイテムを 

メールにてプレゼントいたします。毎日ログインして、たくさんアイテムを貰おう！！ 

 

◇獲得できるアイテムを一部紹介！ 

アイテム 説明 

 

レイドコインボックス 
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。 

※内容物の詳細は下記公式ホームページをご参照ください。 

 

虹のルーン生地 交換アイテムや製作アイテムの材料。 

 

◆『冬のログインタイムイベント』の詳細はこちら 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/event/311 

ハンゲ：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/event/311 

 

その他にもイベント盛りだくさんな学園に足を踏み入れてみませんか？ 

優しい先生がお待ちしていますよ！ 
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■”期間限定”新商品入荷！ 

 
購買部では装備の強化アイテムを含むクリスマスパッケージや、新商品のレイド探索超級パッケージ等を販売！！ 

更には、冬にピッタリのペットが期間限定で再登場！ 

また、トリックスターの宝物庫では期間限定の「キャラクターピックアップ宝物庫ver.2」や「D カードパック拡張ver.19」を

販売中です。 

 

購買部で販売中のアイテムを一部紹介 

アイテム 値段 説明 

 

クリスマス 

スペシャル 

ボックス1 

 

15,000Y.P 

装備強化関連のアイテムが含まれる特別なパッケージ商品。 

※内容物の詳細は下記公式ホームページをご参照ください。 

※アカウント内取引可能 ※1 アカウントにつき3 回まで購入可能 

 

レイド探索 

超級パッケージ 

 

600Y.P 

レイドに関するアイテムが含まれる特別なパッケージ商品。 

※内容物の詳細は下記公式ホームページをご参照ください。 

※アカウント内取引可能 ※1 アカウントにつき10 回まで購入可能 

 

■キャラクターピックアップ宝物庫ver.2 が登場！ 

 
トリックスターの宝物庫でキャラクターピックアップ宝物庫ver.2 となる「キャラクターピックアップ宝物庫Ver.ユエ、セシル、

ディーン」が登場しました！また、ver.1 の「キャラクターピックアップ宝物庫 Ver.アイリーン、カイル、ルー」も販売中です

ので、この機会にお気に入りのキャラクターのコスチュームを獲得してお洒落を楽しみましょう！ 

 

▽一部コスチューム着用イメージ 

 

 



 

■D カードパック拡張ver.19 が登場！ 

 
今回で拡張ver.19 となるD カードパックは期間限定で「雪の花セシル」が登場！ 

 

◇雪の花セシル(D カード) 

アイテム 説明 

 

雪の花セシル 
自然属性のエピック等級D カード。 

※オプションや効果の詳細は下記公式ホームページをご参照ください。 

 

 

◇各商品の販売期間 

購買部期間限定商品：2020 年12 月10 日(木)メンテナンス後 ～ 2020 年12 月28 日(月)メンテナンス時まで 

キャラピックアップver.2 宝物庫：2020 年12 月10 日(木)メンテナンス後 ～ 2021 年1 月7 日(木)メンテナンス時まで 

キャラピックアップver.1 宝物庫：2020 年11 月19 日(木)メンテナンス後 ～ 2020 年12 月28 日(月)メンテナンス時まで 

期間限定D カード宝物庫：2020 年12 月10 日(木)メンテナンス後 ～ 2020 年12 月28 日(月)メンテナンス時まで 

 

◆各販売アイテムの詳細はこちら 

購買部期間限定商品 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/notice/437 

ハンゲ：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/notice/437 

 

キャラクターピックアップ宝物庫ver.2 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/notice/435 

ハンゲ：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/notice/435 

 

キャラクターピックアップ宝物庫ver.1 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/notice/427 

ハンゲ：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/notice/427 

 

D カードパックvolume.3 拡張ver.19 

GAMEcom：http://arpiel.gamecom.jp/board/notice/436 

ハンゲ：http://hg-arpiel.gamecom.jp/board/notice/436 
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■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！ 

 

◇キャンペーン期間 

2020 年12 月10 日(木)メンテナンス後 ～ 2020 年12 月28 日(月)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40,000Y.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 説明 

 

追憶の翼 

ボックス 

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/昇級可能）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 説明 

 

魔力に満ち 

溢れた不思議な 

D カード 

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40,000Y.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 説明 

 

還元された＋14

強化スクロール 

アイテム強化時に使用すると100%の確率で 

強化段階を「14」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 

http://arpiel.gamecom.jp/board/event/310 

 

http://arpiel.gamecom.jp/board/event/310


 

 

 

   

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/

