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プレスリリース

e-sports SQUARE 主催で 11 月 3 日（金・祝）開催
「第 2 回 アルクロリアルイベント」のお知らせ
会場は「e-sports SQUARE AKIHABARA」
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、e-sports SQUARE (運営
会社：株式会社 RIZeST)主催のオフラインイベント「第 2 回 アルクロリアルイベント」を 2017 年 11 月 3 日
（金・祝）に e-sports SQUARE AKIHABARA にて開催することをお知らせします。

アルクロプレイヤーの頂点を決める賞金 100 万円の決勝大会がメインイベント！
誰でも参加可能な予選はゲーム内にて実施中！
「アルテイルクロニクル」はいつでもどこでも最短 10 秒の頭脳戦が楽しめる特長を持つタイトルです。e-sports
SQUARE は、本作の競技性に加え、プレイヤー数急上昇によるゲーム内の盛り上がりを受け「第 2 回 アルクロリ
アルイベント」を 11 月 3 日（金・祝）に e-sports SQUARE AKIHABARA にて開催します。イベントは協賛各
社にご協力いただき、メインイベントとして、全プレイヤーの頂点を決める、優勝賞金 100 万円の決勝大会を実施
します。他にも来場者専用トーナメントや、豪華な来場者特典など様々な企画を予定していますのでぜひご来場くだ
さい。

■「第 2 回 アルクロリアルイベント」
【イベント名称】e-sports SQUARE 主催

概要

第 2 回 アルクロリアルイベント

【開催日時】2017 年 11 月 3 日（金・祝）
開場 15：00

/

開演 16：00

/

終演 20：30 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）
【協賛】株式会社全力エージェンシー

/

株式会社 Monoridge

【参加方法】どなたでも来場可能。
ご来場いただくだけで来場者専用トーナメントへの参加や
豪華な来場者特典の入手が可能です。
※来場特典につきましては後日特設ページにて公開させていただきます。
【参加費】無料
※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。

「第 2 回 アルクロリアルイベント」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/web/event/170922/real_2.html
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■メインイベント「決勝大会トーナメント」

概要

「第 2 回 アルクロリアルイベント」のメインイベントとして、全プレイヤーの頂点を決める優勝賞金 100 万円の決勝大会を
実施します。プレイヤーの皆様であればどなたでもご参加いただける予選をゲーム内にて 2 回に分けて実施しておりますので、
お気軽にご参加ください。
＜決勝大会までの流れ＞
☆ゲーム内にて予選エリアにエントリー
9 月 18 日（月）0：00 および、9 月 25 日（月）0：00 から可能な「トーナメント」の「予選エリア」に出場登録。
↓
☆ゲーム内にて勝利を目指しライバルたちとバトル
以下日程にてゲーム内で行われるトーナメントに参戦。最終日までトーナメントバトルを戦い、最終成績 4 位以内に入る。
・エリアトーナメント+「リアルイベント予選Ⅰ」
：9 月 19 日（火）0：00～9 月 24 日（日）23：59
・属性別トーナメント+「リアルイベント予選Ⅱ」
：9 月 26 日（火）0：00～10 月 1 日（日）23：59
↓
☆ゲーム内メッセージにて招待を受け取る
予選がすべて終了した後、各予選エリアで 4 位以内の成績をおさめ、出場権を獲得したプレイヤー宛に送られる、
アルテイルクロニクル運営チームからのゲーム内メッセージを受け取る。
↓
☆決勝大会へ参加登録する
メッセージの内容に沿って参加登録を行う。その後、メールにて送られる案内を確認する。
↓
☆8 人のトーナメントで行われる決勝大会に出場
11 月 3 日（金・祝）に e-sports SQUARE AKIHABARA を舞台に、勝ち上がった全 8 名で決勝大会トーナメントを戦う。
↓
☆順位に応じた賞品を獲得
見事優勝の栄冠を獲得した際には、賞金 100 万円を獲得。敗れた場合でも 8 位までの順位に応じた賞品を受け取る。

＜賞金＞
優勝：100 万円、準優勝：10 万円、3 位：5 万円、4 位～8 位：Amazon ギフト券 5000 円分

＜イベントに関する注意事項＞
・ニコニコ生放送にて生配信予定です。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ください。
・決勝大会の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、ご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。
お手荷物等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、ご対応いただきますようお願いします。
・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。
※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。

「第 2 回 アルクロリアルイベント」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/web/event/170922/real_2.html
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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/

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。

※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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