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株式会社 RIZeST

優勝賞金 100 万円大会も実施！

e-sports SQUARE 主催 第 1 回アルクロ リアルイベント
～2 月 4 日（土）e-sports SQUARE AKIHABARA にて開催～
e-sports SQUARE (運営会社：株式会社 RIZeST)は、株式会社コアエッジが運営するスマートフォン向けゲームアプリ「ア
ルテイルクロニクル」 を用いたオフラインイベントを、2017 年 2 月 4 日（土）に e-sports SQUARE AKIHABARA にて開催
いたします。

『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、いつでもどこでも最短 10 秒の白熱の頭脳戦を楽しめます。e-sports SQUARE は本アプリの競技性
に着目し、オフラインイベント「第 1 回アルクロ リアルイベント」を e-sports SQUARE AKIHABARA にて開催します。
イベントでは協賛各社にご協力頂き、優勝賞金 100 万円大会「アルテイルクロニクル e-sports SQUARE CUP」や、大
会優勝者を当てる「トトカルチョ」、人気声優サイン色紙などプレミアムな賞品が当たる「わくわく大抽選会」など、ボリューム
満点の内容でお届けします。どうぞご期待下さい！
■イベント詳細
【イベント名称】e-sports SQUARE 主催 第 1 回アルクロ リアルイベント
【開催日時】2017 年 2 月 4 日（土）開場 14：30 / 開演 15：30 / 終演 18：30 予定
【会場】e-sports SQUARE AKIHABARA（https://e-sports-square.com/stadium/）
東京都千代田区外神田３−２−１２ Box'R AKIBA ビル 2F
【主催】e-sports SQUARE（株式会社 RIZeST）
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【協賛】株式会社アフリカ TV / BUZZ MAX CUP（株式会社 KAIKETSU）

【参加方法】下記エントリーフォームより応募頂いた方から 80 名選出
＜エントリーフォーム＞
募集期間：2017 年 1 月 12 日（木）17：00～1 月 22 日（日）17：00
URL：https://www.alchro.jp/
＜選出方法＞
① ゲーム内で開催される「新春トーナメント～大会選抜バトル～」を勝ち抜いた上位 50 名
選抜バトル期間：2017 年 1 月 17 日（火）00：00～1 月 22 日（日）23：59
※選抜バトル上位 50 位に入賞した場合でも、エントリーフォームより
登録していない方は、選出対象外とさせて頂きます。ご注意下さい。
結果発表：2017 年 1 月 24 日（火）
② ご応募頂いた方の中から抽選で 30 名
結果発表：2017 年 1 月 24 日（火）
＜選出者の発表＞
当選結果はメールにてご当選者様へ順次ご案内させて頂きます。
【参加費】無料
【プログラム】
＜アルテイルクロニクル e-sports SQUARE CUP＞
・レギュレーション
一次予選・・・来場者 80 名の中から 14 名を選出。
⇒1 回戦
形式：80 名によるランダムマッチング / ポイントランキング制
補足：ゲーム内大会機能を使用し、入室制限を設けた大会ルームに来場者 80 名に
エントリーして頂きます。
対戦相手はエントリーした参加者の中からランダムで選ばれ、
バトルの結果に応じてポイントが付与されます。
計 15 回のバトルで得たポイント合計値 TOP1～2 位の計 2 名をシード選手として
決勝トーナメント進出者とし、3～7 位の計 5 名を二次予選進出者とします。
⇒2 回戦
形式：73 名によるランダムマッチング / ポイントランキング制
補足：来場者 80 名から 1 回戦通過者 7 名を除外した 73 名で実施します。
1 回戦同様に、参加者によるランダムバトルで得たポイント合計値 TOP1～7 位の
計 7 名を 2 次予選進出者とします。
二次予選・・・一次予選通過者 12 名の中から 6 名を選出。
形式：くじ引きにより対戦相手を選出 / 2 本先取制
決勝トーナメント・・・一次予選シード選手 2 名、二次予選通過者 6 名の計 8 名から 1 名選出。
形式：トーナメント表に沿った勝ち上がり形式
準決勝以下は 2 本先取、決勝戦は 3 本先取で勝利
※決勝トーナメントより試合の模様は全て会場スクリーンで表示いたします。
・賞金
優勝・・・100 万円
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準優勝・・・10 万円
3 位・・・5 万円
4 位・・・3 万円
5～14 位・・・Amazon ギフト券 2,000 円分
＜決勝トーナメント トトカルチョ＞
・概要
大会優勝者を参加者全員で当てるトトカルチョです。
決勝トーナメント実施直前に投票を行います。（選手も参加可能）
見事的中させた方は、イベント後半に実施する大抽選会にて、
トトカルチョ的中者限定の抽選に参加できます。

＜わくわく大抽選会＞
・概要
来場者全員に参加して頂く、はずれ無しの抽選会です。
アルテイルクロニクルの CV を担当頂いた、人気声優
（山本希望さん、藤田咲さん、山崎はるかさん、前野智昭さん）の
サイン色紙など、豪華賞品を用意しております。どうぞお楽しみに！
【イベントに関する注意事項】
・イベント会場ではアフリカ TV、ニコニコ生放送での生配信を予定しています。
来場者を撮影し配信する場合がございますので、予めご了承の上ご参加下さい。
・大会賞金は源泉徴収税を差し引いた金額を、後日指定の口座に振り込ませて頂きます。
未成年の方が大会賞金獲得権を得た場合は、保護者の同意書が必要になります。
・他のお客様へのご迷惑、イベント進行の妨害と運営スタッフが判断した場合は、退場頂く可能性がございます。
・会場内外で発生した事故、事件、盗難、負傷等について、主催者、会場は一切責任を負いません。
お手荷物はお客様ご自身の責任において管理していただきますよう、お願いいたします。
また、会場内外では、お客様ご自身の責任において行動の上、対応していただきますよう、お願いいたします。
・本イベントの中止・遅延に伴う、会場までの旅費等の補償は一切いたしません。
●アルテイルクロニクル について
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=PR
公式サイト
https://www.alchro.jp/
対応デバイス
iOS 7.0 以降 Android4.0 以上 ※一部非推奨端末がございます。
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
※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。

本リリースに関するお問合せ
第 1 回アルクロ リアルイベント 運営事務局（e-sports SQUARE AKIHABARA）
TEL：03-3525-8151 / E-mail：info@e-sports-square.com
e-sports SQUARE 店長: 高橋（080-9676-0599）

