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お笑い芸人「宇宙海賊ゴー☆ジャス」がゲームキャラになって登場‼

アルテイルクロニクル×ゴー☆ジャスコラボ
「因果ファンタ☆スティック」開始のお知らせ
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、現在サービス中のスマートフォンアプリ『神感覚リ
ボルバーバトル RPG アルテイルクロニクル（以下、アルテイルクロニクル）』にて、お笑い芸人「宇宙海賊ゴー☆ジ
ャス（以下、ゴー☆ジャス）」さん（サンミュージックプロダクション所属）とのコラボイベントを、2017 年 2 月
21 日(火)より開始しました。

お笑い芸人「宇宙海賊ゴー☆ジャス」さんが『アルテイルクロニクル』で大暴れ！
ゴー☆ジャスコラボ「因果ファンタ☆スティック」実施決定！！
「ゴー☆ジャス」さんの動きを完全再現したこだわりのキャラクターが、『アルテイルクロニクル』の中で
大暴れする、夢のコラボイベントがついに実現！
本イベントは「ゴー☆ジャス」さんが活躍するオリジナルストーリークエストを中心に、「【宇宙海賊】ゴー☆ジャ
ス（UR）」や、
「【宇宙インコ】アン☆ジェリーナ（UR）」
、「ゴー☆ジャス」さんに因んだスキルブックなど、豪華賞
品が手に入る超ゴージャスなコラボイベントです。
TV や生放送を髣髴とさせる「ゴー☆ジャス」さんのゲームキャラクターに是非ご期待下さい！
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■ゴー☆ジャスコラボ「因果ファンタ☆スティック」
【期間】
2017/2/21(火)16：00 予定 ～ 2017/3/28（火）13：59

【イベントの流れ】
①

期間限定の「ストーリークエスト」をクリアして、コラボアキャラクター「【宇宙海賊】ゴー☆ジャス（UR）」、
「【宇宙インコ】アン☆ジェリーナ（UR）」を入手！

＜【宇宙海賊】ゴー☆ジャス（UR）＞
究極スキル

異世界 3 丁目（S/闇）

闇属性の味方 3 体の防御を 60％減少。
敵 3 体に必中の闇属性 777％ダメージ

＜【宇宙インコ】アン☆ジェリーナ（UR）＞
かの宇宙海賊の肩に乗る粋なインコ。
「【宇宙海賊】ゴー☆ジャス（UR）」を覚醒させる事ができる。

②

「ストーリークエスト」をクリアすると解放される「死霊討伐クエスト」で、交換用アイテム「ゴー☆ジャスター」を集め
よう！「ゴー☆ジャスター」は、コラボ限定ガチャを引ける「宇宙海賊チケット」や、「スキルブック」、「アビリティブ
ック」と交換できるぞ！

＜ゴー☆ジャスター＞
そこはなとないセンスが感じられる綺羅びやかな星。
［ショップ］＞［イベント交換］にて、貴重なアイテムと交換できる。
効率よく集めるならゴー☆ジャスコラボガチャで特攻キャラを手に入れよう

★☆★ゴー☆ジャスター交換アイテム★☆★
＜宇宙海賊チケット＞
使用期限：2017/3/28 まで
さぁ！皆で行こうぜ！宇宙旅行へ出発だッ！
ゴー☆ジャスコラボガチャを 1 回まわせるチケット。
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★☆★ゴー☆ジャスター交換、及び「死霊回収クエスト」ドロップアイテム★☆★
＜スキルブック：海賊の砲撃（A）＞
自分を[麻痺(持続回数:1)] / HP が低い順、敵 1 体に必中の水属性 878%ダメージ、[麻痺(持続回数:3)]
集める事で上位のスキルに進化可能。
進化例：宇宙海賊王の砲撃（SSS）
自分を[麻痺(持続回数:1)] / HP が低い順、敵 1 体に必中の水属性 1666%ダメージ、[麻痺(持続回数:3)]

＜アビリティブック：航海の才（A）＞
集める事でアビリティ Lv を上げる事が可能。
Lv.1：味方３体に確率 35%で[バリア]を２回付与
Lv.5：味方３体に確率 63%で[バリア]を２回付与

＜アビリティブック：略奪の才（A）＞
集める事でアビリティ Lv を上げる事が可能。
Lv.1：敵１体に先制の神属性 800%ダメージ
Lv.5：敵１体に先制の神属性 1200%ダメージ

■「ゴー☆ジャスコラボガチャ」も登場！
2 種類の「ゴー☆ジャスコラボガチャ」が登場！しかも初回購入価格が半額に！
また、新キャラクター「宇宙海賊神ゴー☆ジャス（ＧＯＤ）」と「アウレーリエ（ＧＯＤ）」「リビングベア（ＧＯＤ）」が登場
します。

「宇宙海賊神ゴー☆ジャス（ＧＯＤ）」

■まだまだ継続中！「ゴー☆ジャスコラボ記念ログインキャンペーン」
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＜期間＞2017/2/17(金)16：00 ～ 2017/3/7(火)13：59
＜内容＞ログインボーナス
期間中にログインすると、「ゴー☆ジャス（UR）×1」をプレゼント！
その他に因果石など豪華ゲーム内アイテムも手に入ります。
※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご参照ください。

今が大チャンス！今、『アルテイルクロニクル』を始めると因果石 9999 個プレゼント！

今なら、新規でダウンロードされたお客様を対象に、因果石 9999 個(6000 円相当)をプレゼント！
10 連ガチャ 3 回分が無料で回せるチャンスです！どうぞ、この機会に『アルテイルクロニクル』をお楽しみください。

■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

●神感覚リボルバーバトル RPG 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=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

※一部非推奨端末がございます。

※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。
●株式会社コアエッジについて（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 GaYa について（株式会社 GaYa ホームページ http://www.gaya-corp.jp/）
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。
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●各社コンテンツ
携帯ゲーム
■コアエッジ

神感覚リボルバーバトル RPG




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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