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新 GOD キャラクター登場！
ゴットクロニクルガチャ登場のお知らせ
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）』では、12 月 1 日（金）より 3 体
の新 GOD キャラクターが出現する「ゴッドクロニクルガチャ」が登場いたしました。また限定スキルが手に入る限
定ミッションを追加した「Holy white ラグナロク」を開催しましたことをお知らせいたします。

魔王降臨！新 GOD キャラ 3 体が「ゴッドクロニクルガチャ」に登場！
3 体の新 GOD キャラクターが「ゴッドクロニクルガチャ」に登場！新登場の GOD キャラクター3 体は、高いステ
ータスを誇ることはもちろん、パーティの核となりえる超強力なスキルやアビリティを持っています！さらに、限定
GOD キャラクターたちが持つ「∞ランクの夢幻スキル」にもご注目ください！

■「ゴッドクロニクルガチャ」
・GOD キャラクター&アクセサリの出現確率が 2 倍！
・ゴッドクロニクルガチャ限定キャラは∞ランクの夢幻スキルを習得済み！
・さらに、 限定 GOD キャラクター3 体を新たに追加！
・そして、新たに「バリア」状態の味方や敵を対象とするスキルが登場！

【開催期間】
2017 年 12 月 1 日（金）0:00～12 月 4 日（月）13:59

【ゴッドクロニクルガチャ内容】
GOD の出現確率が通常ガチャの 2 倍です。ゴッドクロニクルガチャ限定で
登場する∞ランクの夢幻スキルを持ったキャラクター全種の出現率が UP
しています。また、期間中 10 連ガチャを回すと、限定交換用アイテム
「運命の神糸」を特典として 1 個ご入手いただけます。
また、ゴッドクロニクルガチャは、
「ランダムスキル群」の対象となります。
UR 以上のキャラクターの空きスキル枠に、
「ランダムスキル群」に
含まれるスキルのうち 1~2 個ランダムに習得した状態の
キャラクターをご入手いただけます。
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★運命の神糸交換では、多数の GOD キャラ・アクセサリを交換可能です。
※以前のゴッドクロニクルガチャ特典として入手し、購入品保管庫に保管されていた「運命の神糸」につきましては、受け取り操作は有効となり
ますが、所持アイテムには反映されず、交換も不可となります。ご了承ください。

交換期限：～2017/12/11 13:59 まで
［イベント交換］にてアイテムと交換できます。
※「運命の神糸」は「プレゼント BOX」には付与されず、ゲーム内「アイテム」に直接届きます。
※一部限定キャラクターアクセサリを除きます。

【限定ラインナップ】
ゴッドクロニクルガチャ限定キャラクターとして、∞ランクの夢幻スキルを初期スキルとして習得している GOD キ
ャラクターが出現します。
※「夢幻スキル」は特別なスキルのため、「キャラクター図鑑」および、ガチャ画面の「ガチャ内容」からの対象キャラクター確認時において夢
幻スキルは表示されませんが、「検索機能」からスキル詳細を確認いただけます。また、本ガチャからの獲得時には習得済みとなっておりますの
で予めご了承ください。

※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。

「ゴッドクロニクルガチャ」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/171201-1/

■ラヴァート神典交換期間延長♪続編ガチャ登場！

ラヴァートを新しい可能性へと導く神属性 GOD キャラクターの「アルカナ（CV：矢作紗友里）」が登場します！
デッキ構築に新たな幅を持たせることのできる珍しい究極スキルを持つキャラクターです！

新キャラクターとなる「アルカナ」がラインナップに含まれる 1 周年記念ガチャの第 2 弾！「1st Anniversary
chronicle ガチャ Refrain」の開催が決定しました！

・アビリティ限界突破に必要なアビリティを習得する「アルカナ」が、GOD キャラクターとして登場！
キャラクターボイスを担当するのは様々な分野で活躍する人気声優の「矢作紗友里」さん！
※限界突破に必要なアビリティを習得するキャラクター「アルカナ」とは異なるキャラクターです。

・10 連ガチャの特典は、集めるとレアアイテムなどの豪華ラインナップと交換可能な「ラヴァート神典」です！
・「ラヴァート神典」は、「限定スキルブック」とも交換が可能です！「限定スキルブック」は、各属性の強力な
SSS スキルブックです！
・新 GOD キャラクターの「アルカナ」のスキルは「究極神技の秘伝」を使って
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いつでも『特殊進化済み究極スキル⇔進化済み初期スキル』の切り替えが可能
新 GOD キャラクター「アルカナ」を入手して様々なデッキ編成を試してみてください！

【開催期間】
2017 年 12 月 1 日（金）0:00～12 月 12 日（火）13:59

【内容】
当ガチャから出現する GOD キャラクターは、新登場 GOD キャラクター1 体を
加えたスペシャルガチャのラインナップとなります。
10 連ガチャは特典付きとなっており、回した際には、特典として
「ラヴァート神典」をご入手いただけます。
なお、特典獲得数は 1 個、3 個、5 個、10 個の 4 種類の中から、
1 種類がランダムで選択されます。また、「ラヴァート神典」は
4 個集めることで、「ショップ」内「イベント交換」の「ラヴァート神典」
ラインナップ内に用意されている「限定スキル」と交換可能です。

【必要因果石】
＜初回価格＞
1 連ガチャ：150 個
10 連ガチャ：1500 個

＜通常価格＞
1 連ガチャ：300 個
アルカナ（CV：矢作紗友里）

10 連ガチャ：3000 個

10 連ガチャに限り、UR 以上のキャラクターまたはアクセサリが 1 枚以上確定します。
※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。

「1st Anniversary chronicle ガチャ Refrain」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/171201-2/

■3 週連続開催！「Holy white ラグナロク」で限定スキルを入手しよう！
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12 月 1 日（金）16 時から開催のバトルラグナロクは、限定ミッションを
追加した「Holy white ラグナロク」です！「Holy white ラグナロク」では、
限定ミッションで限定スキル 2 種を入手できるほか、「魔法原石」や
「神硝の欠片」、「栄光のリボン」などレアなアイテムも獲得可能です！
また、「Holy white ラグナロク」は、全 3 回行われ、今回は第 1 回目と
なります。各開催期間中に設定された限定ミッションの達成を目指してください！
さらに、全 3 回の期間中「Holy white ラグナロク」にて「規定回数」のバトルを
行うと、限定∞スキルと限定称号をなんと！もれなく獲得できます！
※「Holy white ラグナロク」にて、行われるミッションは勝敗に関係なくカウントされます。
※「Holy white ラグナロク」にて、「規定回数」のバトルを行う場合、消費数が「10」であっても
「回数カウント」は 1 となります。

【開催期間】
2017 年 12 月 1 日（金）16:00～2017 年 12 月 4 日（月）

＜ミッション開催期間＞
2017 年 12 月 1 日（金）16:00～2017 年 12 月 4 日（月）

＜3 週共通ミッション開催期間＞
2017 年 12 月 1 日（金）16:00～2017 年 12 月 18 日（月）
※ミッション期間中、「Holy white ラグナロク」にてバトルを行った場合カウントされます。

【イベント概要】
Holy white ラグナロクは、「バトル」内の「コロシアム」にて期間限定で獲得可能となる EP（イベントポイント）
を競うバトルイベントです。期間中に獲得した EP のランキングに応じて豪華報酬をご入手いただけます。
なお、EP ランキングはホーム「イベントランキング」にて随時確認可能となっていますのでご利用ください。
ランキングは個人・ギルドそれぞれにて集計され、結果に応じた報酬を獲得できます。
※Holy white ラグナロク期間終了後の火曜日 16:00 頃まで、ギルドにおいて解散、除名、脱退を制限させていただきます。

※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。

「Holy white ラグナロク」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/171201-3/

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！
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『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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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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