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プレスリリース

ご好評の声にお応えしたサプライズ企画！

100 万ダウンロード突破記念
「1 日 1 回 10 連ガチャ無料キャンペーン」期間延長
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、現在実施中の、
「100 万ダ
ウンロード突破記念企画「1 日 1 回 10 連ガチャ無料キャンペーン」の期間を延長し、最大で 10 日間 10 連ガチャ
を無料でご利用いただけるようになったことをお知らせします。

まさかの最大 10 日間連続 10 連ガチャ無料チャレンジが可能に！
「1 日 1 回 10 連ガチャ無料キャンペーン」期間延長
先週 9 月９日（土）の開始以来、多数の驚きとご好評の声をお寄せいただいている「1 日 1 回 10 連ガチャ無料
キャンペーン」につきまして、当初 15 日（金）終了の 7 日間開催予定でしたが、実施期間を延長し、18 日（月）
23：59 まで実施します。延長によって最大で 10 日間連続 10 連ガチャが無料でご利用いただけます。ぜひご活用
いただき、シルバーウィークもアルクロでの熱いバトルをたっぷりとお楽しみください。

■「1 日 1 回 10 連ガチャ無料キャンペーン」期間延長

概要

現在実施中の特別企画「100 万ダウンロード突破記念」内の「1 日 1 回 10 連ガチャ無料キャンペーン」の実施期間を以下の
通り延長します。

＜期間＞
延長前：2017 年 9 月 9 日（土）0：00 より 9 月 15 日（金）23：59 まで（計 7 日間）
延長後：2017 年 9 月 9 日（土）0：00 より 9 月 18 日（月）23：59 まで（計 10 日間）
＜内容＞
毎日 1 回 10 連ガチャに無料でチャレンジ可能なキャンペーンです。
期間延長により、全日のご参加で合計 10 回 10 連ガチャを回せます。
「ホーム」画面内右下の「ガチャ」ボタンよりご利用いただけます。

※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。

「1 日 1 回 10 連ガチャ無料キャンペーン」期間延長に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/170915-1/
「100 万ダウンロード突破記念キャンペーン」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/170908-1/

Copyright © 2017 CORE EDGE All Rights Reserved.

2017/09/15
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

プレスリリース

報酬が豪華になって 2 週連続開催！
「豪華版バトルラグナロク」

「コロシアム」で行われるポイント収集イベント「バトルラグナロク」につきまして、今週および来週の 2 週連続
で、報酬が豪華になった「豪華版バトルラグナロク」として実施します。個人報酬、ギルド報酬ともに、通常開催で
は手に入らない「闘神の器」を大量にご入手いただくチャンスとなっていますので、仲間と一緒にぜひご参加くださ
い。

■「豪華版バトルラグナロク」

概要

「バトル」内の「コロシアム」にて随時行われる特別イベント
「バトルラグナロク」につきまして、以下の内容にパワーアップした
「豪華版バトルラグナロク」として 2 週連続で実施します。

＜期間＞

1 回目：2017 年 9 月 15 日（金）16:00～9 月 18 日（月）13:59
2 回目：2017 年 9 月 22 日（金）16：00～9 月 25 日（月）13：59

＜内容＞

「バトルラグナロク」は「バトル」内の「コロシアム」にて期間限定で
獲得可能となる EP（イベントポイント）を競うバトルイベントです。
期間中に獲得した EP のランキングに応じて豪華報酬をご入手いただけます。
ランキングは個人・ギルドそれぞれにて集計され、
結果に応じた報酬を獲得できます。
なお、この度の「豪華版ラグナロク」では、豪華報酬として通常報酬では手に入らない「闘神の器」が追加となりま
す。
また、現在実施中のコロシアム特別イベント「精神と刻の闘技場」の期間中は、「バトルスペシャルラッキー」から
限定スキルブックをゲットするチャンスもあります。

※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。

「豪華版バトルラグナロク」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/170915-2/
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新スキル 2 種！ GOD 確率 2 倍！
「チャンピオンガチャ 100 万ダウンロード突破記念 SP」登場！

先日行われたバトルイベント「第 8 回神王戦」における成績上位者たちのパーティで活躍したキャラクターやアク
セサリを厳選した、「チャンピオンガチャ」が登場しました。100 万ダウンロード突破記念期間中の実施となる今回
は、特別な方法で実施します。まず、獲得可能な GOD キャラは、新しい限定スキル 2 種「神王殺」
「神王術」を含
む限定スキル 5 種の中から 1 つを習得済みです。 さらに、100 万 DL 突破を記念し、スタートからの 4 日間は通
常版からパワーアップした、
「チャンピオンガチャ SP」をご利用いただけます。SP 版では GOD 出現率が 2 倍で
す。パーティの大幅強化に役立つ内容ですのでぜひご活用ください。

■「チャンピオンガチャ」

概要

「第 8 回神王戦」の成績上位者が活用しているキャラクターやアクセサリを、限定スキル付きで獲得可能な「チャン
ピオンガチャ」につきまして、100 万ダウンロード突破期間にちなんだ以下の内容にて実施します。
＜期間＞

■「チャンピオンガチャ SP」開催期間
2017 年 9 月 15 日（金）～9 月 18 日（月）23:59
■「通常版チャンピオンガチャ」開催期間
2017 年 9 月 19 日（火）0:00～9 月 22 日（金）13:59
＜内容＞

期間中、
「チャンピオンガチャ SP」もしくは「チャンピオンガチャ」から
出現する GOD キャラは今回ピックアップされたラインナップのみとなります。
また、当ガチャで出現する全ての GOD キャラは、新規限定スキル「神王殺」と
「神王術」の 2 種類を含む 5 種類の限定スキルの中からいずれか 1 種類を
習得済です。さらに、
「チャンピオンガチャ SP」GOD 出現率が 2 倍にて
ご利用いただけます。
なお、いずれの「チャンピオンガチャ」も、同時開催されるスペシャルクエスト
「チャンピオンズロード」に挑戦するだけで達成可能なミッション報酬
「ロードチケット」1 枚につき 1 回チャレンジ可能です。
＜価格＞
「チャンピオンガチャ SP」「通常版チャンピオンガチャ」ともに、
1 連ガチャ：初回：因果石 150 個 通常：因果石 300 個
10 連ガチャ：初回：因果石 1500 個

通常：因果石 3000 個

また、10 連ガチャに限り、
UR 以上のキャラクターが 1 枚以上確定となります。

※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。

「チャンピオンガチャ」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/170915-3/
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スタートダッシュの大チャンス！
『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！

『アルテイルクロニクル』では新規でダウンロードされたお客様に、因果石 9999 個(6000 円相当)をプレゼント中です。
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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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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