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サービス開始 1 周年のお知らせ
「メモリアル企画」として10 連ガチャ7 日間無料など多数のキャンペーン開始！

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）』が、11 月 15 日（水）にサービス
開始 1 周年を迎えたことをお知らせします。1 周年にあたり、日々プレイしていただいているお客様への感謝の意を
込めた様々な豪華企画を実施します。

なんと！10 連ガチャに 7 日間連続で無料チャレンジ可能！
ほかにも 1 周年の感謝の意を込めた様々なメモリアル企画がスタート！
数々の改善による進化を遂げ、プレイ人口大幅増加によるにぎわいを見せている『アルテイルクロニクル』は、
11 月 15 日（水）にサービス開始 1 周年を迎えました。日々プレイしていただいているお客様への感謝の意を込
め、数々のメモリアル企画を実施します。毎日 10 連ガチャに無料でご挑戦いただけるキャンペーンをはじめ、1 周
年にちなんだ美少女 GOD キャラクターが活躍するイベントクエスト、ショップ内にて豪華おまけ付き因果石の販売
など、1 周年の記念にふさわしい超豪華企画をたくさんご用意しました。是非ご参加いただき、仲間やライバルたち
とのメモリアルプレイをお楽しみください。

■「1 周年メモリアル企画」 概要
期間限定にて様々な「1 周年メモリアル企画」をスタートします。本企画は以下の期間及び内容にて実施します。
①1 周年記念ログインボーナス

＜期間＞
2017 年 11 月 15 日（水）0：00 より 2017 年 11 月 30 日（木）23：59 まで
＜内容＞
期間中ゲームにログインするだけで、最大で 10 日間通常のログインボーナスとは別に、特別なプレゼントをお受け取りいただけ
ます。10 日間すべてのログインボーナスをお受け取りいただいた場合、「因果石」×1000 個、「ガチャチケット」×15 個を
ご入手いただけます。
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②Celebrate10 連ガチャ

＜期間＞
2017 年 11 月 15 日（水）0：00 より 2017 年 11 月 21 日（火）23：59 まで
＜内容＞
1 日 1 回無料で「Celebrate10 連ガチャ」にご挑戦いただけます。「Celebrate10 連ガチャ」ラインナップ神属性水着 GOD
キャラを含む、全属性の GOD キャラクターなどが含まれている、有料ガチャと同等のガチャです。7 日間の期間中毎日チャレン
ジすることで、最大 7 回 10 連ガチャに無料でチャレンジ可能です。

③イベントクエスト「Anniversary Chronicle」

＜期間＞
2017 年 11 月 15 日（水）16：00 より 2017 年 12 月 5 日（火）13：59 まで
＜内容＞
1 周年を記念し、ゲーム内でおなじみの“もふもふ”キャラが美少女化した「セレモナ」が活躍するクエストです。イベントクエ
ストクリア後に一定確率で出現するレアエネミーがドロップするイベントアイテムを集めると、美少女化によって神属性 GOD キ
ャラクターとしてバトルに参加できるようになった「セレモナ」を獲得可能です。
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④「1 周年神感謝ガチャチケット」のおまけ付き因果石販売

＜期間＞
おまけ付き因果石販売期間：
2017 年 11 月 15 日（水）16：00 より 2017 年 12 月 2 日（土）13：59 まで
チケット利用可能期間：
2017 年 11 月 15 日（水）16：00 より 2017 年 12 月 5 日（火）13：59 まで
＜内容＞
1 周年記念限定のおまけ付き因果石を、ショップにて数量限定で販売します。
おまけは限定 GOD キャラクター確定の「1 周年神感謝ガチャ」に
挑戦できるチケットです。 「1 周年神感謝ガチャ」のラインナップは、「ゴッドクロニクルガチャ限定キャラクター9 体」のみ
で、全員「∞ランクの夢幻スキル」を習得済みの状態でご入手いただけます。

⑤1st Anniversary Chronicle ガチャ

＜期間＞
2017 年 11 月 15 日（水）16：00 より 2017 年 11 月 30 日（木）13：59 まで
＜内容＞
新 GOD キャラクターの「セレモナ」がラインナップに含まれたガチャです。
「セレモナ」は、キャラクターボイスを超人気声優「原由実」さんが担当し、
バトルでの大活躍を十分に期待できる魅力たっぷりのキャラクターです。

セレモナ（CV:原由実.）

GOD の排出率 2 倍にてご挑戦いただけるほか、10 連ガチャの特典としてご入手可能な「ラヴァート神典」は、強力な限定 SSS
スキルブックと交換可能です。
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⑥1st Anniversary BOX

＜期間＞
2017 年 11 月 15 日（水）16：00 より 2017 年 12 月 5 日（火）13：59 まで
＜内容＞
全 10 種類の豪華アイテムセットの中からランダムに 1 セット獲得可能なスペシャルボックスを販売します。それぞれセットに
目玉商品として豪華なアイテムやレアなスキルブックなどがピックアップされています。10 回購入ですべてのセットをご入手可
能です。1 周年ならではの入手機会が少ないアイテムやスキルを獲得するチャンスです。

⑦大規模アップデート
＜期間＞
2017 年 11 月 21 日（火）16：00 （予定）
＜内容＞
キャラクターやスキルなどの詳細情報を検索可能な「検索機能」などの数々の便利機能実装や、より楽しくアルクロをお楽しみい
ただける「バトルポイント」導入などの機能改善など、充実のアップデートを実装予定です。加速度を増しながら進化を続けるア
ルクロに今後もご期待ください。

⑧バトル各種「メモリアルバージョン」
＜期間＞
2017 年 11 月 17 日（金）以降

※順次開催予定

＜内容＞
バトル内のコロシアムやトーナメント、そしてギルドバトルなどをメモリアルバージョンで順次開催していきます。通常開催とは
異なる豪華報酬はもちろん、アッと驚くような意外な報酬なども準備中です。それぞれ開催時期が近づき次第随時お知らせにて詳
細をご案内しますのでご期待ください。

※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。

「1 周年メモリアル企画」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/171115-1/
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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] 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/
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iOS 7.0 以降
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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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