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「150 万ダウンロード突破記念キャンペーン」のお知らせ
11 月 3 日（金・祝）に開催の「リアルイベント」最新情報も更新！

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、11 月 1 日（水）より、
「150
万ダウンロード突破記念キャンペーン」を開始したことをお知らせいたします。また、11 月 3 日（金・祝）に開催
する「第 2 回リアルイベント」の特設サイトを更新し、最新情報を掲載したことをお知らせします。

なんとガチャが 1 日 3 回毎日無料！
大盛況への感謝の意を込めたスペシャルキャンペーン開始！！
『アルテイルクロニクル』では、ご好評の声をたくさんいただいている「FAIRY TAIL」コラボイベントおよび
TVCM をはじめ、大人気声優堀江由衣さんがボイスを担当する「メリザナ」が活躍する「ハロウィンイベント」、そし
て間近に迫った「第 2 回アルクロリアルイベント」
（11 月 3 日（金・祝）開催）など様々な企画を実施しており、ゲ
ーム内はたくさんのプレイヤーで盛り上がりを見せています。そして先日、アプリのダウンロード数が 150 万を突破
しました。そこで、ゲームをお楽しみいただいている皆様に感謝の気持ちを込めた特別企画としまして、11 月 1 日
（水）より 150 万 DL 突破記念の豪華キャンペーンをスタートしました。もれなく 1 日 3 回無料でガチャに毎日ご
挑戦いただけるほか、スペシャルミッションや記念パックをご用意しましたのでぜひご利用ください。

■「150 万ダウンロード突破記念キャンペーン」 概要
＜実施期間＞
①

2017 年 11 月 1 日（水）0：00 より 2017 年 11 月 10 日（金）13：59 まで

②および③
2017 年 11 月 1 日（水）16：00 より 2017 年 11 月 10 日（金）13：59 まで

＜内容＞
「150 万ダウンロード突破記念キャンペーン」を、以下の 3 種類の内容にて開始しました。
①

「ガチャ 3 回無料キャンペーン（毎日 単発×3 回無料）」
期間中毎日、1 日あたり 3 回単発ガチャにご挑戦いただけます。
毎日もれなくご利用いただくことで、合計 30 回無料でガチャに
チャレンジすることが可能です。

②

「150 万ダウンロード突破記念ミッション」
「デイリーミッション」内に、「150DL 記念」ミッションが登場します。
ミッション達成で「ガチャチケット」×1 枚を獲得可能です。

③

「150 万 DL 記念パック」
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ショップにて、期間限定の記念アイテムパック「150 万 DL 記念パック」を販売開始しました。入手が難しい特別なアイテ
ムが勢揃いとなっており、それぞれ数量も多くはいったアイテムパックです。お 1 人様 1 個限定で 1500 因果石にてご購入
いただけます。

「150 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/171101-1/

11 月 3 日（金・祝）に東京・秋葉原の
「e-sports SQUARE AKIHABARA」にて開催！
「第 2 回アルクロリアルイベント」のご紹介
11 月 3 日（金・祝）に東京・秋葉原の「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」の特設ページの情報を更新しました。ゲーム内予選を勝ち抜いた 8 名のプレイヤーによる賞金
100 万円の決勝トーナメント「アルテイルクロニクル e-sports SQUARE CUP」の情報をはじめ、来場者特典と
してご入手可能な「アメイジングチケット（リアル Ver.）
」および「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.）」についてご紹介しています。当日は、来場者バトルイベントや、どこで
もご参加可能な応援イベントクエストもご用意しております。無料でどなたでもご来場いただけますので会場にぜひ
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。来場者特典をプレゼント。
【参加費】無料

■来場者特典のご紹介
・「アメイジングチケット（リアル Ver.）」をプレゼント
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。
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※数に限りがありますので、在庫がなくなった時点で配布終了とさせていただきます。ご了承ください。
※会場外でご入手された場合は、交換不可とさせていただきます。
※リアルチケットのゲーム内への受取入力可能期間は 11 月 3 日（金・祝）の開場から 22 時までとなります。
※受取処理済（ゲーム内）のチケットについて、ショップ内「イベント交換」でのご利用期限は 11 月 17 日（金）13：59 までとなります。

・「オリジナル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.）

＜決勝トーナメント「アルテイルクロニクル e-sports SQUARE CUP」出場者紹介＞
特設ページにて、メインイベントとなる優勝賞金 100 万円の決勝トーナメント「アルテイルクロニクル e-sports SQUARE
CUP」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選手 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。

＜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

※リアルイベント全体の詳細につきましては、特設ページをご覧ください。

「第 2 回アルクロリアルイベント」特設ページ

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

Copyright © 2017 CORE EDGE All Rights Reserved.

2017/11/01
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

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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