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超お得！大好評実施中！
曜日クエスト全開放＆半額キャンペーン
「1 周年メモリアル企画」も実施中！
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）』では、先日行われた「第 2 回アル
クロリアルイベント」と同時にゲーム内で開催された「大会記念クエスト」における合計クリア数達成数が設定され
ていた条件を大幅に上回ったことに伴う特別報酬として「曜日クエスト全開放&半減キャンペーン」を実施中です。
また、現在大好評実施中の「1 周年メモリアル企画」についてお知らせいたします。

スキル進化に必要な各種「秘伝」のスキルブックや、
アビリティ限界突破用キャラ「アルカナ」入手の大チャンス！
11 月 3 日（金・祝）に行われた「第 2 回アルクロリアルイベント」と同時にゲーム内で開催された「大会記念ク
エスト」における合計クリア数達成数が設定されていた条件を大幅に上回りました。そこで、追加報酬として「曜日
クエスト全開放&半減キャンペーン」をご用意させていただき、11 月 24 日（金）より実施しています。
スキル進化に必要となる「無双神髄の秘伝」をはじめとする各種「秘伝」のスキルブックや、R や UR キャラクタ
ーの神格化に必要な「神器」、そしてアビリティの限界突破に必要な「
【才能の探究者】アルカナ」など、様々なレア
アイテムを入手する大チャンスとなっています。曜日を問わず挑戦可能で、クエスト消費も半分の、またとない機会
をパーティ強化にぜひご活用ください。

■「曜日クエスト全開放&半減キャンペーン」
【開催期間】
2017 年 11 月 24 日（金）～12 月 1 日（金）13:59

【キャンペーン内容】
期間中、曜日クエストの消費クエスト P が通常の半分になり、かつ、いつでもすべての曜日クエストにご挑戦いただ
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。

「曜日クエスト全開放＆半減キャンペーン」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/171128-1/
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■大好評！「1 周年メモリアル企画」 実施中！
期間限定にて様々な「1 周年メモリアル企画」を実施中です。本企画は以下の期間及び内容にて実施しています。

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＞
期間中に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。

②ガチャを 1 日 3 回無料で引ける「セレブレイトガチャ」

＜期間＞

2017 年 11 月 22 日（水）0:00～11 月 30 日（木）23:59

＜内容＞

期間中、1 日あたり単発×3 回、「セレブレイトガチャ」に毎日ご挑戦いただけます。「ホーム」画面右下の「ガチ
ャ」ボタンよりご利用可能です。「カウントダウンガチャ」のラインナップは「スペシャルガチャ」と同一で、
GOD キャラやアクセ獲得のチャンスとなっています。
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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。

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中です。
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。
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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、

セレモナ（イラスト中央・CV:原由実.）

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。
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。

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中です。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。
※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]
[iOS]

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

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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