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各位

『アルテイルネット（Alteil.Net）』 ×「ディヴァイン・グリモワール」

最新特別エキスパンション「ディヴァイン・グリモワール」発売！！
コラボ記念キャンペーンも開催！
オンラインゲームの開発・運営を行う株式会社コアエッジ（東京都品川区、代表取締役 CEO：宮本貴志、
以下コアエッジ）は、現在サービス中のオンラインカードゲームコミュニティ「Alteil.Net」（以下「アルテイル
ネット」）にて、株式会社ベクター（東京都新宿区、代表取締役社長：梶並 伸博）が運営する召喚型ファン
タジーRPG「ディヴァイン・グリモワール」とコラボレーションした特別エキスパンション「ディヴァイン・グリ
モワール」（以下、特別エキスパンション「ディヴァイン・グリモワール」）を 2013 年 10 月 24 日（木）より発
売いたしました。

人気 RPG「ディヴァイン・グリモワール」のキャラクターカード及び、新規イラストカードを計 100 枚封入
した特別エキスパンションがいよいよ発売となります！
今回のエキスパンションでは、「移動」をテーマにした新スキルが登場！！
敵プレイヤーの陣形を崩すエリア移動を誘発したり、特定のエリアにいることで発動する強力なスキルが
特徴です。
また実装するカードそれぞれがシナジーを持っており、今回発売した新コラボカードや、先日先行販売
したコラボカードを組み合わせる事で、圧倒的なパワーを発揮いたします！
そして、今回の特別エキスパンションの発売を記念し、豪華プレゼントが貰えるキャンペーンを同時開
催いたします！
強力なカードを入手できる大チャンスですので、是非この機会をご利用下さい！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「移動エリア」を制する者がゲームを制す！
特別エキスパンション「ディヴァイン・グリモワール」発売！！
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特別エキスパンション「ディヴァイン・グリモワール」概要
発売日
2013 年 10 月 24 日（木）
■ディヴァイン・グリモワールパック【68】
商品①

商品②

商品③

商品④

商品⑤

商品⑥

価格：150 グラン
販売場所：アルテイル 2、ラヴァートヒーローズ
商品内容：先行発売のカードを除く、68 枚のカードの中から 5 枚のカードが出現
■ディヴァイン・グリモワールパック【100】
価格：150 グラン
場所：アルテイル 2、ラヴァートヒーローズ
商品内容：ディヴァイン・グリモワール全 100 枚のカードの中から 5 枚のカードが出現
■ディヴァイン・グリモワールボックス【68】
価格：2,100 グラン
販売場所：アルテイル 2、ラヴァートヒーローズ
商品内容：先行発売のカードを除く、68 枚のカードの中から 75 枚のカードが出現
■ディヴァイン・グリモワールボックス【100】
価格：2,100 グラン
場所：アルテイル 2、ラヴァートヒーローズ
商品内容：ディヴァイン・グリモワール全 100 枚のカードの中から 75 枚のカードが出現
■ディヴァイン・グリモワール AL１実装パック【31】
価格：300 グラン
場所：アルテイル
商品内容：31 枚のカードの中から 5 枚のカードが出現
※★3 以上のカードを 2 枚以上封入
■ディヴァイン・グリモワール記念アバター
価格：150 グラン
内容：ディヴァイン・グリモワールキャラクター「ドロシー」のゲーム内アバター

・特別エキスパンション「ディヴァイン・グリモワール」の特設サイトはこちら
http://www.alteil.jp/card/divine/
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強力なカードが貰える！コラボ記念キャンペーン開催！！
▲剣聖ティア
▲絶望の死姫マーレ
▲エルフの大司祭
▲優しき神獣コノハ
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■ディヴァイン・グリモワール×アルテイルネット コラボレーションキャンペーン開催！
コラボレーションを記念して、RPG「ディヴァイン・グリモワール」、及び「アルテイルネット」それぞれの
ゲームにて条件を満たしたお客様へ、豪華賞品をプレゼントいたします。
【開催期間】
2013 年 10 月 24 日（木）メンテナンス終了後 ～ 2013 年 11 月 26 日（火）メンテナンス開始前
【賞品と入手条件】
ディヴァイン・グリモワールの賞品

アルテイルネットの賞品

期間内にアルテイルネットに
1 度でもログインをされた方
「将軍の鎧（★3）」1 個
「水晶パック（5,000）」1 個
「銀貨（10,000 DS）」1 個
期間内にアルテイルネットで
20 戦以上プレイされた方。
「ルーシッド（★3）」1 枚

期間内にディヴァイン・グリモワールに
1 度でもログインをされた方

条件
その1
賞品
その2

条件
賞品

「ドロシー」1 枚
期間内にディヴァイン・グリモワールのゲーム内で
20 戦以上プレイされた方
「ポイントカード」30 枚※1

※1 「ポイントカード」について

ポイントカードは集めるとお好きなカードと交換できるカードです。
詳細はこちら。http://www.alteil.jp/alteil2/data/point.php

【賞品追加日】
・ディヴァイン・グリモワールの賞品
2013 年 11 月 26 日（火）メンテナンス時
・アルテイルネットの賞品
2013 年 10 月 31 日（木）からを予定

■アルテイルお帰りなさいキャンペーン開催！
最終ログインが、2013 年4 月23 日（火）のメンテナンス以前の方を対象に、キャンペーン期間中にアルテ
イルネットにログインした方へ 2013 年 10 月 29 日（火）発売の「ディヴァイン構築済みファイル※2」と交換
できるファイル引換券をもれなくプレゼントします！
※2 「ディヴァイン構築済みファイル」について
特別エキスパンション「ディヴァイン・グリモワール」のカードで構成された 30 枚からなる構築済みファイルです。
すぐに対戦できるよう封入カードを調整しています。

【開催期間】
2013 年 10 月 24 日（木）メンテナンス終了後 ～ 2013 年 11 月 26 日（火）メンテナンス開始前
【賞品配布タイミング】
ログインすると自動的にご使用のアカウントへ付与されます。

【交換期限】
2013 年 11 月 26 日（火）メンテナンス開始前まで
※ディヴァイン構築済みファイル引換券は 11 月 26 日（火）のメンテナンスにて削除します。

■グランバックキャンペーン開催！
キャンペーン期間中にゲーム内通貨「グラン」を購入した方を対象に、購入した金額に応じてボーナスの
「グラン」をプレゼントします。
【開催期間】
2013 年 10 月 24 日（木）メンテナンス終了後 ～ 2013 年 10 月 29 日（火）メンテナンス開始前
【ボーナスグラン一覧】
グラン購入金額
ボーナスグラン
3,000 円分
150 グラン
5,000 円分
300 グラン
10,000 円分
750 グラン
※本キャンペーンは期間中何度でもご利用頂けます。
例：期間中に 10,000 円を 1 回、3,000 円を 2 回分のグランを購入した場合、1,050 グランを付与します。
【ボーナスグラン配布日】
2013 年 10 月 29 日(火)メンテナンス時

■ディヴァインカード王決定イベント開催！
2013 年11 月5日(火)のメンテナンス時に、ディヴァイン・グリモワールのカードを保有している方を対象に、
保有枚数の上位 3 名と、抽選で選ばれた方へ豪華賞品をプレゼントします！
【開催期間】
2013 年 10 月 24 日（木）メンテナンス終了後 ～ 2013 年 11 月 5 日（火）メンテナンス開始前
【賞品】
プレゼント対象者

賞品
称号「ゴールド DG」、
優勝
期間限定ポイントカード 30 枚
称号「シルバーDG」、
準優勝
期間限定ポイントカード 20 枚
称号「ブロンズ DG」、
3位
期間限定ポイントカード 10 枚
「イエローDG」、
ラッキー賞
期間限定ポイントカード 5 枚
※ラッキー賞は抽選で 7 名様を対象にさせていただきます。
※期間限定ポイントカード：2013 年 12 月 24 日（火）まで使用できるポイントカードです。
ポイントカードとは、一定の枚数を集めると集めた枚数に応じて
好きなカードと交換できるカードです。

【賞品追加日】
2013 年 11 月 5 日(火)メンテナンス時

■ディヴァイン・グリモワール限定アリーナ大会
特別エキスパンション「ディヴァイン・グリモワール」のカードのみ使用可能な大会です。
「ディヴァイン・グリモワール」カードのコンプリートセットなど超豪華賞品を用意して、
皆様のご参加をお待ちしております。
【開催期間】
2013 年 11 月 1 日(金)12：00 ～ 2013 年 11 月 5 日(火)12：00
【開催場所】
アルテイル 2 ディヴァイン・グリモワール限定アリーナ
【大会ルール】
詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご参照下さい。
【賞品】
・優勝
「ディヴァイン・グリモワール」カード レアリティ★3・★4・★5 コンプセット
・準優勝
「ディヴァイン・グリモワール」カード レアリティ★3・★4・コンプセット
・3 位
「ディヴァイン・グリモワール」カード レアリティ★3 コンプセット
・参加賞
10 戦以上対戦した方に、期間限定ポイントカードを 5 枚プレゼント
【賞品追加日】
2013 年 11 月 5 日(火)メンテナンス時

■特別エキスパンション「ディヴァイン・グリモワール」の特設サイトはこちら！
http://www.alteil.jp/card/divine/

■ディヴァイン・グリモワールについて
『ディヴァイン・グリモワール』は「決着 3 分！攻防 10 マス！完全緻密の魔導書バトル」をテーマにした、
いままでありそうでなかったブラウザゲームです。
ルールは非常に簡単で、ユニットを召喚して敵を倒すのみ！プレイヤーの目的は所持するユニット
（カード）をフィールドに召喚して、敵ユニット指揮官を倒すこと。
プレイヤーは人間や精霊、巨人といった兵士たちを従え、特殊スキルを駆使して敵に挑みます。
このゲームの最大の特徴は、無限に広がる戦略です。ユニットは召喚時にどこに配置するかが
勝利のカギを握っており、配置によっては戦闘を有利に進めることも、一発逆転を狙うことも可能です。
あなただけの最強の戦略を編み出してください！
・ディヴァイン・グリモワール公式サイト URL http://divine.vector.co.jp/
(C)Vector Inc. All Rights Reserved.
(C)Shenzhen Fire Element Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
■アルテイルネットについて
「アルテイルネット」は、やりごたえのある本格対戦型カードゲームから、簡単なトランプゲームまで
計 5 つのカードゲームを配信しております。
知的好奇心を刺激する奥深いルール、2,000 枚を超える多彩なカードイラスト、ダウンロード不要で
すぐに始められる手軽さをご支持いただき、現在会員 ID85 万、サービス開始より 8 周年を迎えた、
国内最大級のオンラインカードゲームコミュニティです。

■アルテイル コンテンツ公式 WEB サイト
・アルテイルネット公式ページ
・アルテイルⅡ ～銀陽帝大戦 公式ページ
・アルテイル ～神々の世界『ラヴァート』年代記 公式ページ
・ラヴァートヒーローズ公式ページ
・アルテイルネットグッズ公式通販サイト コアダイレクト

・正式サービス概要
利用料金：月額無料 カード購入時 1 枚 10 グランより（グラン＝ゲーム内通貨、1 グラン＝1 円）
■株式会社コアエッジについて
コアエッジは、これまでのアルテイルネット運営スタッフを中心に、平成 24 年 8 月 1 日に設立された新会社
です。オンラインカードゲームの運営ノウハウを活かし、業界最先端の“企画”をもって国内外へ魅力的なコン
テンツを提供してまいります。
株式会社コアエッジ ホームページ |http://www.core-edge.jp/
*****************************************************************************
■ 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ
株式会社コアエッジ ゲーム事業部営業チーム 深澤 ケンタロウ
Tel:03-5781-3440／Fax:03-5781-3441
E-Mailｆukazawa-k@core-edge.jp
*****************************************************************************

