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株式会社コアエッジ
東京都品川区東大井 5-26-22 エクシズビル 8F

瞬速頭脳バトルが熱い！『アルテイルクロニクル』
本日正式サービス開始！！のお知らせ
（新キービジュアル公開、イベント情報、運営チーム特別コラム付き）

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は、2016 年 11 月 15 日（火）にスマートフォンアプ
リ『アルテイルクロニクル』の正式サービスを開始しました。

『アルテイルクロニクル』本日より正式サービス開始！
ユーザーの皆さま全員に豪華賞品をプレゼント！
『アルテイルクロニクル』は、
「瞬速頭脳戦」をコンセプトに、コアエッジのオンライン TCG ノウハウを
スマートフォン向けに大胆アレンジしたゲームです。
デッキ構築の楽しさを極限まで追求した、プレイヤースキル不要のオートバトル「リボルバーバトルシステム」を
搭載し、いつでもどこでも最短わずか 10 秒で白熱の頭脳戦を楽しめます。
本日のサービス開始に伴い、先駆けて実施した事前登録キャンペーンの特典を、ユーザーの皆さま全員に
プレゼントいたします！

＜特典内容＞
・因果石 800 個（因果石=１個１円相当）
・ガチャチケット８枚
・強化アイテム「カーバンクル（R）」10 個
・強化アイテム「カーバンクル（UR）」５個
・スキルブック「神殺（S）」１個
・アクセサリ「白毛覇『ナンナ』（UR）」1 個
・アクセサリ「未定（UR）」1 個
※内容未定のアクセサリは、特典の追加を
もって発表させて頂きます。

■Google Play からダウンロード！
https://app.appsflyer.com/jp.coreedge.alchro?pid=PR

■App Store からダウンロード！
https://app.appsflyer.com/id1137512092?pid=PR

新たなキービジュアルを公開！
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正式サービスを記念し、本作のキービジュアル第 2 弾を、第 1 弾に引き続きエグゼクティブデザイナーの田口博之
が手掛けました。物語のキーマンとなる「オージェ」を中心に、これから起こる壮大な冒険へ挑む巫女達を描いた
躍動感溢れるビジュアルに仕上げています。

田口博之プロフィール

▲田口博之

▲キービジュアル第 1 弾

株式会社コアエッジ エグゼクティブデザイナー。
代表作 ・メインデザイン担当
「ザ・ハウスオブザデッド」「アヴァロンの鍵」
「オーシャンハンター」
・キービジュアル担当
「英雄戦記レーヴァテイン」
・カードイラスト担当
「三国志大戦」「戦国大戦」

スタートダッシュキャンペーンも開催！！
正式サービスを記念し、4 つのスタートダッシュキャンペーンを開催します。
毎日ログインするだけで最大覚醒した UR キャラクターを入手できるログインイベント、集めると最高レアリティ
カードと交換できるアイテム「神竜魂」を貰えるミッションイベント、課金ゲーム内通貨「因果石」の割引販売、そ
して通常料金から 6 割引以上のお値打ち価格で提供するスタートダッシュガチャ（10 連ガチャ）などボリューム満
点の内容です。正式サービス開始時期だけのこのチャンスをどうぞお見逃しなく！
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特別コラム：運営チームが教えちゃう『アルクロ』の歩き方！
こんにちは！『アルテイルクロニクル』こと『アルクロ』運営チームです。
『アルクロ』正式サービスのニュースリリースをご覧頂き誠にありがとうございます！
今回正式サービスを記念し特別コラムという形で、ゲームをプレイし始めた方がスムーズに進めるよう、スタート
時のコツをご紹介させて頂きます！

◆そもそも『アルクロ』って何？面白さはどこ？
『アルクロ』の面白さは、キャラクターのスキルセッティングと、カードゲームの醍醐味であるデッキ構築に集約
しています！
本格 TCG に匹敵する「デッキ構築の奥深さ」と、最短 10 秒で雌雄を決する「バトルのスピーディーさ」を兼ね備
える本タイトルは、究極の「瞬速頭脳戦」を手軽に楽しめます。
お家ではじっくりとデッキを練り、お出かけ先や移動中のちょっとした隙間時間にバトルを楽しむなど、みなさん
の生活スタイルに合わせて是非プレイしてください！

▲PVP はもちろん、トーナメント

▲奥深いのにお手軽！？

▲バトルだけじゃない！11 人の

練りに練ったデッキで全国の

大会機能やランキング制度など、

巫女をめぐるストーリーモードも

ライバルとサクサクバトル！

充実のバトルシステムを用意！

やり応え満点！
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◆おすすめ攻略情報①
合成や強化に必要な「グラン」
（ゲーム内ポイント）はコロシアムで入手！
キャラクターやスキルの強化には、
「強化素材」の他に「グラン」が必要です。
他のプレイヤーとバトルする「コロシアム」で勝利すれば「グラン」を獲得できるので、
「グラン」が足りないという時には「コロシアム」でのバトルがおすすめです。
コロシアムはチャプター１をクリアすればロックが解除されます！！

▲コロシアムは「ランダム対戦」と「選んで対戦」の
2 種があるぞ！初心者は対戦相手の強さが選べる

▲グランはキャラクターの育成に、たくさん必要に
なるので、コロシアムでしっかり稼いでおこう！

「選んで対戦」がおすすめです！！
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◆おすすめ攻略情報②
キャラクターの強化素材は「イベントクエスト」で入手！
お気に入りのキャラクターをもっと強くしたい！と思ったら、必要になるのがキャラクターの
レベルを上げる「カーバンクル」や、スキルを強化する「スキルブック」などの「強化素材」。
チャャプター3 をクリアすると、その「強化素材」を入手できる「イベントクエスト」に
挑戦できるようになるので、パーティの強化はそこでしましょう！
ちなみに土曜日、日曜日はカーバンクルがゲットしやすいです。

▲キャラクターのレベルを上げるなら

▲キャラクターのスキルを強化するなら

「カーバンクル」！

「スキルブック」！すでにキャラクターに

同じ属性ならさらに効果 UP！

セットしたスキルの強化や、新たにスキルを
取得させる事ができるぞ！

◆おすすめ攻略情報③
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ソウルガチャを引こう！
「ソウルガチャ」は、クエストなどで入手できる「ソウルドロップ」を消費して回す事ができます。
ここでも「カーバンクル」が入手できるので、キャラクター強化にどんどん活用しよう！

◆攻略おすすめ情報④
意外と強い！？ストーリークリアで入手できる巫女はかなりの戦力
ストーリーモードを進めると入手できる「巫女」達は、貴重な「神」属性キャラクターで、
序盤はもちろん、育て方によっては後半でも通用する能力を秘めています。
また、巫女を入れたデッキ限定のランキング（上位者には賞品や称号をプレゼント）も用意していますので、
是非お気に入りの巫女を見つけて育て上げて下さい！

●アルテイルクロニクル について
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ジャンル

神感覚リボルバーバトル RPG

ゲーム URL

[Android]
https://app.appsflyer.com/jp.coreedge.alchro?pid=PR
[iOS]
https://app.appsflyer.com/id1137512092?pid=PRhttp://www.alchro.jp/

公式サイト

https://www.alchro.jp/

対応デバイス

iOS 7.0 以降

利用料金

月額無料、一部アイテム課金（予定）

コピーライト表記

© Coreedge Inc / GaYa Corporation

Android4.0 以上

※
※

iPhone は、米国および他国の Apple Inc.の登録商標です。
Android は、Google Inc. の商標です。

※

その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※一部非推奨端末がございます。

●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、デバイスの垣根を超えた業界最先端のオン
ラインゲーム運営・開発に加え、ゲーム事業のコンサルティングから海外展開に至るまで、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/

●株式会社 GaYa について
GaYa は、Google Play、Appstore へのアプリ公開実績とモバイル端末の開発経験も豊富な株式会社システナ(東証一部：2317
)の戦略子会社です。オンラインゲームの開発に特化した株式会社シンクロジックと連携し確かな技術力のもと、クオリティの高い
サービスをご提供してまいります。
株式会社 GaYa ホームページ http://www.gaya-corp.jp/
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●各社コンテンツ
携帯ゲーム
■コアエッジ

アルテイルクロニクル




[Android]
https://app.appsflyer.com/jp.coreedge.alchro?pid=PR
[iOS]
https://app.appsflyer.com/id1137512092?pid=PRhttp://www.alchro.jp/
[公式サイト]
http://www.alchro.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



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

■GaYa

モバ釣り
[d ゲーム スマートフォン/フィーチャーフォン版]
[ヤマダゲーム スマートフォン/フィーチャーフォン版]
[APPLIHILLS スマートフォン/フィーチャーフォン版]
[WAKU+ スマートフォン/フィーチャーフォン版]
[entag！ スマートフォン/フィーチャーフォン版]
[FC2 スマートフォン/フィーチャーフォン版]

http://mobafish.dmkt-sp.jp/top/login/
http://app-ymdf.gaya-net.jp/top/login/
http://app-shmf.gaya-net.jp/top/login/ahills/
http://app-shmf.gaya-net.jp/top/login/wakupla/
http://app-shmf.gaya-net.jp/top/login/entag/
http://app-shmf.gaya-net.jp/top/login/fc2/

PC ゲーム
■コアエッジ

クイズ RPG 魔法使いと黒猫のウィズ PC
[Yahoo! Mobage] http://yahoo-mbga.jp/game/12024957/play
[mixi ゲーム]
http://mixi.jp/run_appli.pl?id=41379
[ゲソてん]
http://gesoten.com/games/genre/rpg/kuropc
[TSUTAYA オンラインゲーム] http://game-tsutaya.tsite.jp/game/detail/96
[ニコニコアプリ]
http://app.nicovideo.jp/app/ap503
[ハンゲーム]
http://static.hangame.co.jp/r02/game/o_qeo/lp/2016/1108/index.html


バハムートクライシス ゼロ
[Yahoo! Mobage] http://yahoo-mbga.jp/game/12021765/play
[ニコニコアプリ] http://app.nicovideo.jp/app/ap340
[ハンゲーム] http://casual.hangame.co.jp/o_bsi/index.nhn
[mixi ゲーム] http://mixi.jp/run_appli.pl?id=40799
[ゲソてん] http://gesoten.com/games/game/8210
[TSUTAYA オンラインゲーム] http://game-tsutaya.tsite.jp/game/detail/17



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）
[にじよめ] http://www.nijiyome.com/app/top/dratac
[ハンゲーム] http://casual.hangame.co.jp/o_dwi/index.nhn
[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
[AGE ゲームズ] http://dratac.core-edge.jp/gamania/dratac/index.php
[Yahoo! Mobage] http://yahoo-mbga.jp/game/12012666/play
[TSUTAYA オンラインゲーム] http://game-tsutaya.tsite.jp/game/detail/4



アルテイルネット
http://www.alteil.jp/index_html.php

■GaYa

競馬伝説 Live！
http://www.k-den.jp/index_welcome.html

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

営業部

E-Mail: publicity@core-edge.jp
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