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新キャラ「メリザナ」（CV:堀江由衣）が大活躍の特別イベント！

ハロウィンイベント開始のお知らせ
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、10 月 27 日（金）より、新キ
ャラクター「メリザナ」
（CV：堀江由衣）が様々なところで大活躍するハロウィンイベント「メリザナのハロウィン
闇ショップ」を開始します。また、11 月 3 日（金・祝）に開催予定の「第 2 回リアルイベント」の来場者特典の決
定および、大幅改善によって進化したギルドバトル「リンクフィールド」の開催をお知らせします。

「闇ショップ」をめぐるドタバタ劇！
ゲーム内の名物ショップをめぐるストーリーは思わぬ展開に！？
『アルテイルクロニクル』では、ハロウィンイベント「メリザナの闇ショップ」を 10 月 27 日（金）よりスタート
しました。イベントはゲーム内の名物企画「闇ショップ」をめぐるストーリーで、人気声優堀江由衣さんがキャラクタ
ーボイスを担当する新キャラクター「メリザナ」が大活躍するハロウィンイベントクエストをお楽しみいただけます。
イベントクエストにて入手可能なアイテムを集めてショップで交換することで、人気声優新田ひよりさんや、田毎なつ
みさんがキャラクターボイスを担当するハロウィンにちなんだ新キャラクターや、新アクセサリをご入手いただけま
す。一風変わった新解釈のハロウィンイベントをたっぷりとお楽しみください。

■「ハロウィンイベント」 概要
＜実施期間＞
2017 年 10 月 27 日（金）16：00 より 2017 年 11 月 3 日（金）13：59 まで
＜内容＞
「ハロウィンイベント」は期間限定イベントクエストで、
以下の内容をお楽しみいただけます。

①

イベントクエスト「メリザナのハロウィン闇ショップ」
新キャラクター「メリザナ」（CV：堀江由衣）が大活躍するイベントクエストです。
クエスト中のドロップアイテムとしてお菓子にちなんだイベントアイテムなどを
ご入手いただけます。また、「メリザナ」はイベント期間中ホーム画面にて、
定期的に「闇ショップ」を開設します。珍しいアイテムラインナップや、入店時の
挨拶など、注目度の高いショップです。

②

ショップ内「アイテム交換」
クエストでのドロップアイテムはショップ内の「アイテム交換」から、
様々なアイテムと交換可能です。ラインナップには、ブック錬金によって特別∞スキルの
獲得チャンスとなる「ハロウィンレシピ」やスペシャルアイテム「ダークネメシスの切れ端」などが含まれています。
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ショップ内「ダークメネシスの切れ端」交換
スペシャルアイテム「ダークネメシスの切れ端」は、新たに登場した GOD キャラクターと交換が可能です。
交換対象は計 3 種類で、イベントクエストで活躍するキャラクターの「メリザナ」（CV：堀江由衣）や、カボチャ魔女「メ
リーナ」（CV：新田ひより）、「エヴェリーナ」（CV：田毎なつみ）です。いずれも魅力あふれるキャラクターであるこ
とはもちろん、強力なステータスやスキルを備えた注目キャラクターです。また、イベントクエスト「メリザナのハロウィン
闇ショップ」にて「特効ボーナス」や「スペシャルアビリティ」を発動します。

＜3 種類の新キャラクター＞
■キャラクター名：
【闇の宝石獣】メリザナ
■キャラストーリー：
覚醒時に手に入れた強大なパワーによって、
人間の少女の姿を手に入れた紫色のカーバンクル
■キャラクターボイス：
堀江由衣
<代表作>
王様ゲーム The Animation（本多奈津子）
魔法つかいプリキュア！（キュアマジカル/十六夜リコ）
<物語>シリーズ (羽川翼)
■イラストレータ
saraki
■キャラクター名：
【カボチャ魔女】メリーナ
■キャラストーリー
立派な魔術師を目指して勉強中。
いつもは真面目だが、お祭りの楽しさにハメを外してしまい、
遊びに来ていた幼馴染の男の子に引かれてしまった様子
■キャラクターボイス
新田ひより
<代表作>
ウマ娘プリティダービー(マチカネフクキタル)
温泉むすめ(白骨朋依)
アイドルマスターシンデレラガールズ(道明寺歌鈴)
■イラストレータ
鶴見悠
■キャラクター名
【カボチャ魔女】エヴェリーナ
■キャラストーリー
陽月戦争でも出撃した指揮官型の研究データをベースに再構築した
カスタムタイプ戦闘用魔法少女。指揮や索敵から攻撃までこなし、
まるで魔法とも思わせる超長距離からの精密射撃が特徴。
■キャラクターボイス
田毎なつみ
<代表作>
サマーレッスン(宮本ひかり)
ディセンタンド（ジェーン）
ディセンダント キケンな世界（ジェーン）
■イラストレータ
Morechand
「ハロウィンイベント」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/171027-1/
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11 月 3 日（金・祝）開催！第 2 回アルクロリアルイベント
ゲームの世界を飛び出したリアルな豪華特典を会場でもれなくプレゼント！
11 月 3 日（金・祝）に e-sports SQUARE AKIHABARA にて開催される「第 2 回 アルクロリアルイベン
ト」の来場特典や、期間中に行われるイベントが決定しました。来場特典は、ゲーム内の超レアアイテムを、
「お好
きな GOD キャラクターや GOD アクセサリと交換可能」という効果をそのままにリアル化した「アメイジングチケ
ット（リアル Ver.）
」や、人気キャラクターのオリジナルグッズです。ご来場いただいた方にもれなくプレゼントし
ます。また、期間中は「リアルイベント応援クエスト」を実施します。他にも楽しい企画を盛りだくさんで実施しま
すのでぜひ会場にお越しください。

■「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。もれなく来場者特典をプレゼント。
【参加費】無料

■来場者特典について
・「アメイジングチケット（リアル Ver.）」をもれなくプレゼント
当日会場にご来場いただいた方に、お好きな GOD キャラや GOD アクセサリと交換可能な超レアアイテム「アメイジングチケッ
ト」をリアルに再現した「アメイジングチケット（リアル Ver.）」をもれなくプレゼントします。もちろん、ゲーム内のお好き
な GOD キャラや GOD アクセサリと交換が可能です。
※GOD キャラ交換方法は会場にて発表させていただきます。会場外でご入手された場合は交換できませんのでご注意ください。

・キャラクターグッズ 2 種類のうちいずれかをプレゼント
非売品で人気キャラクターオリジナルグッズの「ラバーキーホルダー（オージェ Ver.）」もしくは「アクリルスタンド（アヴニ
ール Ver.）」の、どちらかお好きな 1 点をもれなくプレゼントします。
※来場者特典は、数に限りがあります。あらかじめご了承ください。

アメイジングチケット（リアル Ver.）

ラバーキーホルダー（オージェ Ver.）

アクリルスタンド（アヴニール Ver.）
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＜リアルイベント応援「大会記念クエスト」＞
「第 2 回アルクロリアルイベント」開催と同時にゲーム内の「ホーム画面」→「クエスト」→「イベント」にて、リアルイベント応援「大会記念
クエスト」を開催します。消費クエストポイントは 1 で、どこでもどなたでもお気軽にご参加いただけます。
そして、全プレイヤーの「リアルイベント応援クエスト」合計クリア数に応じて豪華報酬をプレゼントします。
＜開催期間＞
2017 年 11 月 3 日（金・祝）16:00 から 11 月 3 日（金）20:30 まで
＜総クリア回数と報酬アイテム＞
全プレイヤーの総クリア回数に応じたアイテムを全プレイヤーにプレゼントします。
1,000 回

因果石×300 個

5,000 回

神竜魂×7 個

10,000 回

羅刹神殺×1 個

15,000 回

才格の昇級 No5×1 個

20,000 回

【神鏨之伍】オウリカルクム×1 個

＜決勝大会出場者紹介＞
特設ページでは、イベント当日行われる優勝賞金 100 万円の決勝大会出場者を紹介しています。
厳しいゲーム内予選を勝ち抜いた 8 名の名前をメイン使用キャラクターおよびプレイスタイルに基づいた通り名とともにご紹介していますので是
非ご覧ください。

※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。

「リアルイベント来場者特典」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/171027-2/

最大 20 人 vs20 人のギルドバトル！
数々の改善により進化して登場！「リンクフィールド」
ギルド vs ギルドのバトルコンテンツ「リンクフィールド」が、数々の改善によって進化を遂げて再登場します。
「リンクフィールド」は、1 ギルドあたり最大 20 人同時にご参加いただけるギルドバトルです。1 日複数回の開催
で、1 回あたり 30 分にわたり、タテヨコ 5×5 の 25 マスの「バトルフィールド」を舞台にした戦いでの獲得ポイン
トによって勝敗が決まります。通常のバトルとは異なる新要素として初回開催時に好評の声を多数いただいた新感覚バ
トルにぜひお気軽にご参加ください。

■「リンクフィールド」 概要
＜実施期間＞
2017 年 10 月 27 日（金）より 2017 年 10 月 31 日（火）12：30 まで
※開始後からでも 31 日（火）12:30 までエントリー可能です。
※エントリー後、期間中の開催についてはすべて自動的にエントリーされます。

＜開催日程詳細＞
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◆10 月 27 日（金）
18：00～18：30

【1 日あたり 2 回開催】

22：00～22：30

◆10 月 28 日（土）～30 日（月）
12：00～12：30
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18：00～18：30

【1 日あたり 3 回開催】

22：00～22：30

◆10 月 31 日（火）

【1 日あたり 1 回開催】

12：00～12：30

＜内容＞
「リンクフィールド」は以下の特長を持った新コンテンツです。
・1 ギルドあたり最大 20 人参加可能な「ギルド vs ギルド」のバトル。
・1 回 30 分で 1 日複数回開催。1 回だけの参加でも報酬獲得は可能。
・バトル 1 回ごとに異なるギルドとのマッチング。
・タテヨコ 5×5 の 25 マスの「バトルフィールド」を舞台にバトル。
・
「バトルフィールド」に潜む敵ギルドの「BOSS」や「防御メンバー」を見つけて撃破。
・綿密な戦略が問われる「BOSS」システム。
・制限時間内に多くのポイントを獲得したギルドの勝利。
・相手の「BOSS」を倒すと完全撃破でポイント大量ゲット。さらに「バトルフィールド」が更新。
・
「バトルフィールド」が進んでいくほどポイント獲得数が増加。
・
「バトルフィールド」上には爆発で敵を強制撃破可能な「SPARK」や、
自分の行動が制限される「STUN」など仕掛けが盛りだくさん。
・攻撃回数による「撃破」システムなど、独自のシステムによって実力差があっても楽しめる。
・ギルドチャットなどを活用したメンバー同士の協力が勝利へのポイント。
・勝敗を問わず参加すればもれなく報酬獲得可能。
※敵ギルドのプレイヤーとのバトルは、通常バトルと同じルールでお楽しみいただけます。
＜改善について＞
10 月 6 日（金）の初回開催時の状況に応じて、以下の改善を実施しました。
•「攻撃回数」が 25 回からスタートし、最大で 30 回までチャージできるようになりました。
•「BOSS」は、3 回攻撃を受けることで強制的に撃破されるようになりました。
•前回の「リンクフィールド」開催時、参加人数の多かった 3 つの時間帯をピックアップして開催します。
•対戦相手のマッチング方法に変更を加えました。
•リンクフィールド内の「チャット」について改善を行いました。
＜報酬について＞
報酬は、「参加報酬」と「勝利報酬」に分かれ、開催時間ごとに付与されるほか、毎日内容が変わります。
＜報酬内容＞
◆10 月 27 日（金）

【参加報酬】神竜魂×1 個

【勝利報酬】神竜魂×1 個

◆10 月 28 日（土）

【参加報酬】神聖戦符×250 個

【勝利報酬】神聖戦符×250 個

◆10 月 29 日（日）

【参加報酬】栄光のリボン×10 個

【勝利報酬】栄光のリボン×10 個

◆10 月 30 日（月）

【参加報酬】因果石×250 個

【勝利報酬】因果石×250 個

◆10 月 31 日（火）

【参加報酬】神竜魂×1 個

【勝利報酬】神竜魂×1 個

※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。

「リンクフィールド」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/171027-3/
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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』を始めた方にもれなく因果石 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]
[iOS]

https://app.appsflyer.com/jp.coreedge.alchro?pid=PR

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

権利表記

© 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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