平成 26 年 1 月 15 日
各位

「★闘神★アルテイルコロシアム」×「あっぱれ天下御免 乱」
2 つの個性的なカードゲームの限定コラボ開始！！
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、現在サービス中の次世代カードバトル「★闘神★アルテイルコロシアム」にて、株式会社ガ
マニアデジタルエンターテインメント（東京都品川区、代表取締役社長：浅井 清）が運営する「あっぱれ天下御
免 乱」と協力し、株式会社ディー・エヌ・エー（東京都渋谷区、代表取締役社長：守安 功、以下ディー・エヌ・エ
ー）とヤフー株式会社（東京都港区、代表取締役社長：宮坂 学、以下 Yahoo! JAPAN）が運営する「Yahoo!
Mobage」と、株式会社ガマニアデジタルエンターテインメントが運営する「ガマニア」の両ポータルサイトにて、
「あっぱれ天下御免 乱」×「★闘神★アルテイルコロシアム」コラボレーションキャンペーンを 2014 年 1 月 15
日（水）より開始いたします。

奥深いキャラクター育成システムと戦略性の高いバトルシステムで人気の「★闘神★アルテイルコロシア
ム」と、美少女が活躍する時代劇シミュレーション PRG「あっぱれ天下御免 乱」とのコラボレーションキャンペ
ーンを 2014 年 1 月 15 日（水）より開始いたします。
本キャンペーンは「★闘神★アルテイルコロシアム」をプレイして条件を満たせば「あっぱれ天下御免 乱」
コラボ限定カードが、「あっぱれ天下御免 乱」をプレイして条件を満たせば「★闘神★アルテイルコロシアム」
コラボ限定カードが入手でき、設定された条件はログインするだけの簡単なモノから歯ごたえのあるものまで、
ビギナーからベテランまで楽しむことができます。そして、全ての条件をクリアするとあの！超レアカードを入
手することができるかも！？
ゲームをやりこんで是非 GOD（神）カードを入手してください！！

■「★闘神★アルテイルコロシアム」をプレイして「あっぱれ天下御免 乱」コラボカードをゲット！
キャンペーン期間中に、「★闘神★アルテイルコロシアム」をプレイし特定の条件をクリアすると、「★闘神
★アルテイルコロシアム」で使える「あっぱれ天下御免 乱」キャラクターイラストコラボカードをプレゼントいた
します。
【 キャンペーン期間 】
2014 年 1 月 17 日（金）メンテナンス後 ～ 2014 年 1 月 24 日（金）メンテナンスまで
【条件１】

【条件 2】

【条件 3】

「★闘神★アルテイルコロシア

「★闘神★アルテイルコロシア

「★闘神★アルテイルコロシア

ム」にログイン

ム」のチュートリアルをクリア

ム」のクエスト 1 章クリア

【報酬内容】

【報酬内容】

【報酬内容】

越後屋山吹（UR）

大神伊都（UR)

子住由真（UR）

【報酬受取】

【報酬受取】

【報酬受取】

条件クリア時に配布

条件クリア時に配布

条件クリア時に配布

【条件 4】

【条件 5】

「★闘神★アルテイルコロシア

「★闘神★アルテイルコロシア

ム」のタワーオブバトラ 1 章クリ

ム」のコロシアムで 10 勝

ア
【報酬内容】

【報酬内容】

徳河詠美（UR）

徳河吉音（GOD）

【報酬受取】

【報酬受取】

条件クリア時に配布

条件クリア時に配布

■「あっぱれ天下御免 乱」をプレイして「★闘神★アルテイルコロシアム」コラボカードをゲット！
キャンペーン期間中に、「あっぱれ天下御免 乱」をプレイし特定の条件をクリアすると、「あっぱれ天下御
免 乱」で使える「★闘神★アルテイルコロシアム」キャラクターイラストコラボカードをプレゼントいたします。
【 キャンペーン期間 】
2014 年 1 月 15 日（水）メンテナンス後 ～ 2014 年 1 月 22 日（水）メンテナンスまで
【条件１】

【条件 2】

【条件 3】

「あっぱれ天下御免 乱」にロ

「あっぱれ天下御免 乱」のチュ

「あっぱれ天下御免 乱」のクエ

グイン

ートリアルをクリア

スト（依頼）6 戦 昼行燈な仕打
ち人の巻（三)をクリア

【報酬内容】

【報酬内容】

【報酬内容】

「調整体 ノゼ」R

「禍の運び手 ラーニ」SR

「真光の剣士 イシュタル」SR

【報酬受取】

【報酬受取】

【報酬受取】

※ガチャチケットにて即時配付

条件クリア時に配布

条件クリア時に配布

【条件 4】

【条件 5】
「あっぱれ天下御免 乱」の道
場バトルで 10 勝
【報酬内容】

「あっぱれ天下御免 乱」のコ
ラボ限定依頼 3 戦を全てクリア
【報酬内容】

「最終因果系歌姫 ナナセ」SR

「冥姫の審判 フレジア」UR
※「Yahoo! Mobage」では SR と
なります。

【報酬受取】
条件クリア時に配布

【報酬受取】

2014 年 2 月 5 日（水）に配布
予定

■全ての条件をクリアしてスペシャルコラボカードをゲット！
▼「あっぱれ天下御免 乱」をプレイして全ての条件をクリアすると、「★闘神★アルテイルコロシアム」で使え
る「GOD 確定スペシャルガチャチケット」をプレゼントいたします！

GOD 確定スペシャルガチャチケット
※「GOD 確定スペシャルガチャチケット」の配布は 2014 年 1 月 28 日（火）を予定しております。

▼「★闘神★アルテイルコロシアム」をプレイして全ての条件をクリアすると、「あっぱれ天下御免 乱」で使え
る「長屋好」SR をプレゼントいたします！

「長屋好」SR

※「長屋好」SR の配布は 2014 年 2 月 5 日（水）を予定しております。

■『あっぱれ天下御免 乱』について
【ジャンル】 時代劇シミュレーション PRG
【ゲーム URL】http://yahoo-mbga.jp/game/12016032/detail [Yahoo! Mobage]
http://at.gamania.co.jp/entrance2/ [ガマニア]
【動作環境】
・Internet Explorer 7.0 以上
・Mozilia Firefox 21.0.x 以上
・Google Chrome 27.0.x 以上
【利用料金】 月額無料、一部アイテム課金
©BaseSon
©2014 Gamania Digital Entertainment Co.,Ltd.

■『★闘神★アルテイルコロシアム』について
【ジャンル】 次世代カードバトル
【ゲーム URL】http://yahoo-mbga.jp/game/12013251/play [Yahoo! Mobage]
http://www.alteil.jp/gamania/al_colo/index.php [ガマニア]
【対応 OS】Windows 7 32bit/64bit、Windows VISTA、Windows XP、Mac OS 10 以上
【対応ブラウザ】Internet Explorer 8 以上(推奨)、Mozilla Firefox 最新(推奨)、Google Chrome 最新、
Safari 最新 ※Google Chrome/Safari 一部画面正しく表示されない可能性があります。
【利用料金】 月額無料、一部アイテム課金
©Coreedge Inc. All Rights Reserved.
■株式会社コアエッジについて
コアエッジは、今年10 周年を迎えるオンラインカードゲーム「アルテイルネット」の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/
【コアエッジコンテンツ】
・アルテイルネット

http://www.alteil.jp/index_html.php
・闘神！アルテイル★コロシアム

http://yahoo-mbga.jp/game/12013251/play [Yahoo! Mobage]
http://www.alteil.jp/gamania/al_colo/index.php [ガマニア]
・モンスタートレジャー
http://yahoo-mbga.jp/game/12015466/play [Yahoo! Mobage]
・ドラゴンタクティクスｆ（フォルテ）
http://yahoo-mbga.jp/game/12012666/play [Yahoo! Mobage]
http://dratac.core-edge.jp/gamania/dratac/index.php [ガマニア]
*****************************************************************************
■ 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 山崎 満
Tel:03-5781-3440／Fax:03-5781-3441 E-Mail: publicity@core-edge.jp
*****************************************************************************

