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水着姿の巫女キャラクターが大活躍！

特別企画「サマーチャプター」新章を実装
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、2017 年 8 月 8 日（火）より
特別企画「サマーチャプター」の新章を実装したことをお知らせいたします。

メインストーリーの新章が登場！
「サマーチャプター」ならではのイベントも同時開催！
夏をテーマにしたメインストーリーを中心に展開中の特別企画「サマーチャプター」につきまして、ストーリーの
新章を実装しました。
「サマーチャプター」では、メインストーリーだけでなく、イベントクエストやミッションなど、
様々な要素をお楽しみいただけます。また、現在特別ログインボーナスを実施しており、初日報酬にて最高レアリテ
ィ「GOD」の水着キャラクター「アイギナ」をもれなくご入手可能です。プレイヤー数急増でにぎわいを見せている
『アルテイルクロニクル』をぜひお楽しみください。

■特別企画「サマーチャプター」

概要

2017 年 8 月 8 日（火）16：00 より 2017 年 8 月 22 日（火）13：59 まで
＜詳細＞
特別企画「サマーチャプター」について、以下の 1 番～3 番を開始しました。
1、「メインストーリー」の新章を実装
巫女キャラクター達にまつわる夏のストーリー、chapter12「サマーチャプター」の
新章を実装しました。新章で展開される、驚きのストーリーをお楽しみください。

2、夏の「イベントクエスト」を実装
夏にちなんだ新イベントクエスト「サマーチャプター#3」を実装しました。

3、上級者向け高難度エリアを追加
イベントクエスト「サマーチャプター#3」に、上級者向けの高難度エリアを追加しました。

＜ログインボーナスについて＞
夏イベント「サマーチャプター」の特別企画として、期間中にゲームを起動するだけで
プレゼントをご入手いただける「特別ログインボーナス」を実施中です。
（特別ログインボーナス実施期間：8 月 20 日（日）23：59 まで）
ログインボーナス「アイギナ」

初日のプレゼントはレアリティ「GOD」で、ステータスやスキルに高い能力を誇る
水着キャラクター「アイギナ」です。
「アイギナ」はイベント特攻ボーナスを持っていますので、大活躍させることが可能です。
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今回の新章で巫女達による夏のストーリーに急展開が！？
※新章以外のストーリーも最初からお楽しみいただけます。

※詳細につきましては、公式サイトもしくはゲーム内の詳細お知らせをご覧ください。

特別企画「サマーチャプター」新章実装に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/170808-1/

水着姿の巫女達が特別なバトル属性を持つキャラクターとして登場！
「ウルトラサマースタンプガチャ vol.4」

メインストーリーの主役を務める巫女キャラクター達の水着姿がラインナップに含まれた「ウルトラサマースタン
プガチャ vol.4」をスタートしました。3 人の新たな水着巫女キャラクターはいずれも特別企画「サマーチャプター」
のイベントクエストにて特攻ボーナスを発揮するほか、いずれも特別な属性を持っています。また、10 連ガチャでは
1 回のご利用につきスタンプ特典が付きます。特典ラインナップには、この度登場した新登場水着巫女キャラクター
と交換可能な「vol.4 水着巫女交換券」が含まれています。魅力と強さを兼ね備えた水着巫女キャラクターをぜひご入
手ください。

■「ウルトラサマースタンプガチャ vol.4」

概要

＜期間＞
2017 年 8 月 8 日（火）16：00 より 2017 年 8 月 22 日（火）13：59 まで
＜内容＞
新しいガチャ「ウルトラサマースタンプガチャ vol.4」を開始しました。
本ガチャには以下の 1 番から 3 番の特長があります。
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1、イベント特攻ボーナス
最高レアリティ「GOD」の新しい水着巫女キャラクター
「エテルニス」、「カルン」、「ナスターチェ」の 3 人は、
いずれも夏の特別企画「サマーチャプター」のイベントクエストにて
イベント特攻ボーナスを発揮して活躍させることができます。
2、バトルでの恩恵が大きい「神属性」
新登場の水着巫女キャラクター3 人の属性はいずれも「神属性」です。
「神属性」はこの夏登場した新属性で、バトルにて他の属性よりも
攻撃時のダメージ恩恵を受けやすい特長を持っています。
3、10 連ガチャ特典
10 連ガチャはレアリティ「UR」以上のキャラクターが 1 人確定します。
また、10 連ガチャ 1 回につき 1 つ押印される「スタンプ特典」には、
本ガチャに登場する GOD キャラクターのうち 1 人を選んで交換可能な
「vol.4 水着巫女交換券」が含まれています。
＜価格＞
初回価格：
1 連ガチャ：

因果石 150 個

10 連ガチャ：

因果石 1,500 個

通常価格：
1 連ガチャ：

因果石 300 個

10 連ガチャ：

因果石 3,000 個

エテルニス

カルン

ナスターチェ

※詳細につきましては、公式サイトもしくはゲーム内の詳細お知らせをご覧ください。

「ウルトラサマースタンプガチャ vol.4」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/170808-2/
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回数限定！因果石購入でもれなくレアリティ「GOD」が確定するおまけ付き！
2 種類の「ボーナスガチャ」登場

「ショップ」内の「因果石購入」メニューに特別なセットが登場しました。回数限定にて「ボーナスチケット」の
おまけ付きの因果石をご購入いただけます。
「ボーナスチケット」1 枚につき、必ず最高レアリティの「GOD」のキ
ャラクターもしくはアクセサリを入手可能な 2 種類の「ボーナスガチャ」のうちいずれかをご利用いただけます。期
間限定販売となっていますのでお見逃しの無きようご利用ください。

■「ボーナスガチャ」

概要

＜期間＞
○「因果石セット」販売期間
2017 年 8 月 8 日（火）16：00 より 2017 年 8 月 15 日（火）13：59 まで
○「ボーナスガチャ」利用可能期間
2017 年 8 月 8 日（火）16：00 より 2017 年 8 月 22 日（火）13：59 まで

＜内容＞
「ショップ」内の「因果石購入」メニューに特別なセットが登場しました。

＜セット内容および価格＞
「因果石 3000 個」+おまけ「ボーナスチケット」×1 枚
価格：3000 円 ※お 1 人様最大 2 回まで購入可能

＜「ボーナスガチャ」について＞
・「ボーナスガチャキャラクターver.」と「ボーナスガチャアクセサリ ver.」の
2 種類です。
・両バージョンともに、「ボーナスチケット」1 枚につき
1 種 1 回のみまわすことができる 10 連ガチャです。
・「キャラクターver.」ではレアリティ「GOD」のキャラクターが 1 体以上確定し、
「アクセサリ ver.」ではレアリティ「GOD」のアクセサリが 1 枚以上確定します。
・両バージョンともに GOD 排出確率が通常ガチャの 2 倍です。

※詳細につきましては、公式サイトもしくはゲーム内の詳細お知らせをご覧ください。

「ボーナスガチャ」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/170808-3/
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今が大チャンス！
『アルテイルクロニクル』を始めると因果石 9999 個プレゼント実施中！

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)をプレゼントしています。
10 連ガチャ 3 回分が無料で回せるチャンスです。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/
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