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新作 iOS アプリ『Alteil BRAVE』（アルテイルブレイブ）
本日リリース！
リリース記念キャンペーンも多数開催！
http://alteil-brave.core-edge.jp/
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、本日 2014 年 10 月 14 日（火）に iOS アプリ『Alteil BRAVE』
（アルテイルブレイブ）をリリース
しました。これにともないリリース記念無料ガチャや BOX ガチャなど、各種キャンペーンも開催します。
●前作『LYON（リオン） ～Gate Of Lavato～』から半年、
多数のアップグレードにより「新作」として生まれ変わった『Alteil BRAVE』が始動！
4 月にリリースされた iOS アプリ『LYON（リオン） ～Gate Of Lavato～』は、多くのお客様から反響を頂きま
した。そうした声を踏まえ多数の改善とアップグレードを行った結果、新作アプリとして本日『Alteil BRAVE』をリ
リースする運びとなりました。
●リリース記念キャンペーン開催
本日のリリースを記念し、無料ガチャキャンペーンを 10 月 14 日（火）～10 月 28 日（火）14:59 まで開催し
ます。期間中、無料でガチャを１日１回、お一人様合計３回までお楽しみ頂けますので、ぜひご活用ください。 期
間中はさらに記念 BOX ガチャも無料キャンペーンを開催しますので、ぜひこの機会をお見逃し無く！
●『LYON（リオン）』ユーザーに朗報！因果石の引き継ぎを実施！
アンインストールしてしまった方にもチャンスが！
これまで『LYON（リオン） ～Gate Of Lavato～』をご愛顧頂いた方に朗報です。
『Alteil BRAVE』初回起動時、
ゲーム内にて引継ぎ用シリアルコードを入力することで『LYON』の因果石を『Alteil BRAVE』に引き継ぐことがで
きます。この引き継ぎ機能は『LYON』が端末内に残っている場合のみ有効です。
ただし今回、
『LYON』をアンインストールしてしまった方にも、希望者には 100 因果石（約 1,000 円分）をプ
レゼント！『Alteil BRAVE』の公式 Twitter（＠albra_info）をフォローし、
『Alteil BRAVE』のユーザー名＋キー
ワード「因果石おくれ！」とハッシュタグ「#アルブレ」と Tweet するだけで、後日 100 因果石を振り込ませて頂
きます。ぜひこちらもご利用下さい。
【因果石獲得方法】
1. 『Alteil BRAVE』の公式 Twitter（＠albra_info）をフォローする。
2. ＠albra_info 宛に『Alteil BRAVE』のユーザー名及びキーワード「因果石おくれ！」とハッシュタグ「#アル
ブレ」を Tweet
3. 後日お客様のアカウントに 100 因果石を付与します。


受付期間

：2014 年 10 月 14 日（火）～2014 年 10 月 28 日（火）14:59 まで



付与因果石

：100 因果石



付与日時

： 2014 年 10 月 31 日（金）のメンテナンス時に一括付与
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●ゲーム画面説明

● デッキ編成画面

● Alteil のキャラクターが敵に！？

好きなキャラクターを５体セットして、最強デッキを構
築しましょう！スキルの組み合わせなどを深く考えるこ
とで、より戦略が広がります

探索では「Alteil」のキャラクターも数多く登場！『Alteil
BRAVE』では一体どんな戦いを見せてくれるのか…

● スキル発動画面

● オンライン対戦が熱い！

カードの基本能力やスキルの組み合わせによる「コンボ
を考える」、
「デッキ構築する」
、といったトレーディング
カードゲーム的な要素を存分に味わえます。

他のプレイヤー達と、リアルタイム対戦を行うことができ
ますので、NPC（コンピューター）戦では味わえない、奥
深い駆け引きのある知的バトルを楽しむことができます。

●Alteil BRAVE について
Alteil BRAVE は日米で 150 万人が熱狂したオンライン型 TCG『Alteil』の最新作です。Alteil で高い評価を誇る
美麗なカードイラストバトルを、iOS アプリとして誰でも手軽にお楽しみいただけます。
ジャンル

オンライン TCG

公式サイト URL

http://alteil-brave.core-edge.jp/

アプリ URL

https://itunes.apple.com/us/app/alteil-brave/id905852349?l=ja&ls=1&mt=8

対応端末

iOS 5.0 以降。iPhone、iPad および iPod touch 対応。

利用料金

無料（アイテム課金）

コピーライト表記

(C)CORE EDGE Inc. All Rights Reserved.
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●株式会社コアエッジについて
コアエッジは、10 年以上にも及ぶオンラインカードゲームの運営ノウハウを活かし、業界最先端のオンラインゲーム
運営・開発に加え、カードイラストの受託やゲーム事業のコンサルティングなど、多岐にわたる業務を行っておりま
す。国内外へ魅力的なコンテンツを提供し、最高の”企画”をもって最高の笑顔を創ってまいります。
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
PC ゲーム
 人狼オンライン
[Yahoo!ゲーム]
http://jinrou-online.com
 SKYLOCK（スカイロック）
［Yahoo! Mobage]
http://yahoo-mbga.jp/game/12018316/play
 聖闘士星矢ビッグバンコスモ
[Yahoo! Mobage] http://yahoo-mbga.jp/game/12018468/detail
 ドラゴンタクティクスｆ（フォルテ）
[mixi ゲーム]
http://mixi.jp/run_appli.pl?id=40514
[ニコニコアプリ] http://app.nicovideo.jp/app/ap254
[ゲソてん] http://gesoten.com/games/game/8147
[ガマニア] http://dratac.core-edge.jp/gamania/dratac/index.php
[Yahoo! Mobage] http://yahoo-mbga.jp/game/12012666/play
 モンスタートレジャー
[mixi ゲーム]
http://mixi.jp/run_appli.pl?id=40576
[ゲソてん] http://gesoten.com/games/game/8169
[Yahoo! Mobage] http://yahoo-mbga.jp/game/12015466/play
 闘神！アルテイル★コロシアム
[ゲソてん]
http://gesoten.com/games/game/8161
[ガマニア] http://www.alteil.jp/gamania/al_colo/index.php
[Yahoo! Mobage] http://yahoo-mbga.jp/game/12013251/detail
 アルテイルネット
http://www.alteil.jp/index_html.php
携帯ゲーム
 Alteil BRAVE（アルテイルブレイブ）
[iOS 版] http://alteil-brave.core-edge.jp/
 『攻城戦記◆バハムートグリード』
[Mobage スマートフォン版] http://g12013655.sp.pf.mbga.jp
[Mobage フィーチャーフォン版] http://pf.mbga.jp/12013655
 モバ釣り
[Mobage スマートフォン版] http://g12015652.sp.pf.mbga.jp
[Mobage フィーチャーフォン版] http://pf.mbga.jp/12015652
 アルテイル バトルアリーナ
[Mobage スマートフォン版] http://g12017313.sp.pf.mbga.jp
[Mobage フィーチャーフォン版] http://pf.mbga.jp/12017313
 モバ釣り DX 爆釣アイランド
[Mobage スマートフォン版] http://g12018247.sp.pf.mbga.jp
[Mobage フィーチャーフォン版] http://pf.mbga.jp/12018247

本件に関する報道関係のお問合せ先：株式会社コアエッジ
Tel:03-5781-3440／Fax:03-5781-3441

ゲーム事業部営業チーム

E-Mail: publicity@core-edge.jp
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