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期間限定！お祭り気分で盛り上がろう！

豪華企画「因果フェス」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）』では、本日（8 月 31 日（木））よ
り、スペシャル企画「因果フェス」を開始したことをお知らせします。

様々な豪華アイテム獲得チャンス！
特別な内容の企画が 4 種類！「因果フェス」スタート！
最高級スキル「レアリティ∞」の「夢幻スキル」を持つ 6 種類のキャラクターがラインナップに含まれた「ゴッド
クロニクル」ガチャや、因果石をはじめとする超豪華アイテム大量獲得チャンスとなる短期出現クエスト「ハッピー
クエスト」など、4 種類の豪華企画でお届けする豪華企画「因果フェス」がスタートしました。いずれも見逃せない
充実の内容ですのでぜひご参加ください。

■「因果フェス」概要
＜期間＞
2017 年 8 月 31 日（木）16：00 より 9 月 4 日（月）13：59 まで
＜詳細＞
期間限定にてスペシャル企画「因果フェス」をスタートしました。
本企画は以下の 1 番～4 番の内容にて実施します。

1、
「因果フェス」限定ログインボーナス
期間中にゲームにログインしていただいた方に、
1 日あたり「ガチャチケット」×3 枚をプレゼントします。
毎日ログインで 12 枚のチケットをご入手いただけます。

2、ハッピークエスト
9 月 1 日に変わった瞬間から 30 分間、特別クエストを実施します。
様々な場面で活用できる「因果石」や、ガチャにご挑戦いただける
「ガチャチケット」などの豪華アイテムを大量に獲得可能な、
まさに至高の 30 分間です。
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3、ゴッドクロニクルガチャ
レアリティ GOD のキャラクターおよびアクセサリの出現率が通常の
2 倍に設定されたガチャです。
他にも、最高レアリティの∞ランクスキル「夢幻スキル」を持つ、
シリーズ限定の GOD キャラクター6 種類の排出率がアップしています。
10 連ガチャでは、1 回につき 1 個、稀少アイテム「運命の神糸」を
ご入手いただけます。
「運命の神糸」を貯めるとストアにて
GOD キャラクターなどの豪華アイテムと交換が可能です。

4、限定アイテムパック
プレイに役立つアイテムの詰め合わせをお得にご購入いただけるパックを
ご用意しました。レアアイテム「虹エリクサー」など入ったパックなど、
2 種類の特別ラインナップをショップにてご購入いただけます。

※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。

「因果フェス」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/170831-1/

注目の秋アニメとコラボ中！
「UQ HOLDER！ ～魔法先生ネギま！2～」コラボイベント

10 月放送開始の TV アニメ「UQ HOLDER！ ～魔法先生ネギま！2～」と『アルテイルクロニクル』のスペシ
ャルコラボレーションを開催中です。
「ラブひな」「魔法先生ネギま！」でおなじみの赤松健先生による話題の秋アニ
メとのコラボレーションは、幅広い層の皆様よりご好評の声をいただいています。アニメ内で活躍する「近衛刀太」
「雪姫」
「時坂九郎丸」「結城夏凜」
「桜雨キリヱ」たちが『アルテイルクロニクル』の世界でも大暴れします。ゲー
ム内のクエストでコラボ限定のストーリーをお楽しみいただけるほか、スペシャルログインボーナスとして、期間中
にゲームにログインするだけでコラボ限定かつ最高レアリティ「GOD」のキャラクター「雪姫」をご入手いただけ
ますのでぜひご参加ください。

＜期間＞
2017 年 8 月 22 日（火）16:00 ～ 2017 年 9 月 19 日（火）14:00

※予定

＜内容＞
期間限定にて TV アニメ「UQ HOLDER！ ～魔法先生ネギま！2～」とのコラボレーションを実施中です。
本企画は以下の 1 番～4 番の内容にて実施します。
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1、コラボログインボーナス
コラボ記念ログインボーナスを実施中です。初日ボーナスとしてコラボキャラ「雪姫」（レアリティ「GOD」）をもれなくご入
手いただけます。
2、コラボ限定クエスト
「イベントクエスト」内に「UQ HOLDER！ ～魔法先生ネギま！2～」コラボ限定クエストが登場中です。
アニメの作中で活躍するメンバー達がアルテイルクロニクルに登場するオリジナルストーリーとなっています
3、コラボガチャ
コラボガチャを実施中です。3 種類の GOD「近衛刀太」「雪姫」「桜雨キリヱ」と、2 種類の UR「時坂九郎丸」「結城夏凜」
のコラボキャラクターご入手いただくチャンスとなっています。
4、多彩なコラボアクセサリ
バトル時に効果を発揮するアクセサリに、コラボバージョンが多数登場しています。コラボクエストのドロップアイテムの交換報
酬や、コラボガチャよりご入手いただけます。

※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。

「コラボイベント」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/170822-1/

©赤松健・講談社／UQ ナンバーズ

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/

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

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。
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※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。

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

マーケティング部

E-Mail: publicity@core-edge.jp
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