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プレスリリース

全プレイヤーの総クリア回数で報酬がステップアップ！

「2017 年ありがとう！クエスト」実施！
新イベント「キャット&リリース」も好評実施中！
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）』にて、12 月 8 日（金）より特別
な限定クエスト「2017 年ありがとう！クエスト」を開始しました。また、新イベント「キャット＆リリース」につ
いてご案内いたします。

今年の感謝を込めた特別企画！全プレイヤーの総クリア数でごほうび決定
アルクロが 1 周年を迎えた年となる 2017 年の感謝の気持ちを込めた特別限定クエスト「2017 年ありがとう！
クエスト」を実施します。すべてのプレイヤーの「2017 年ありがとう！クエスト」総クリア回数に応じて、ランク
アップしたごほうび企画が追加されていきます。3 日間限定の開催となりますので、お気軽にご参加ください。
＜開催期間＞
2017 年 12 月 8 日（金）16:00～12 月 11 日（月）13:59
＜総クリア報酬およびごほうび＞
総クリア回数

ごほうび

10,000

開催中の Winter Bell ガチャを 10 連 ver.に変更 ＝ 10 連ガチャが一定期間毎日無料に！

30,000

2017 年ありがとう！ハッピークエスト実施 ＝ 月イチの超ウマウマクエストがもう 1 回登場！

50,000

｢因果石使って抽選プレゼントキャンペーン｣の報酬ランクアップ ＝ ラインナップがさらに豪華に！

100,000

スペシャル闇ショップ OPEN ＝ 何が並ぶが分からないけど期待は裏切らないハズ！

150,000

2017 年ありがとう！ゴッドクロニクルガチャ開催 ＝ 超強力 GOD キャラの入手チャンス！

200,000

因果石おまけ 2 倍キャンペーン実施 ＝ 因果石をお得にゲットするチャンス！

250,000

「精神と時の闘技場」開催！バトルスペシャルラッキー出現率 2 倍 ＝ ∞スキル作成のチャンス！

以降 10 万回毎

「ガチャチケット」×3 個をプレゼント ＝ 10 連機能で進化したスペガチャにたくさんチャレンジ！

＜クリア回数に応じたイベント開催について＞
総クリア回数に応じて開催の有無が決定するごほうびイベントにつきましては、イベント終了後に全ユーザーの総ク
リア数発表後に改めて開催日時などの詳細をお知らせします。

＜「2017 年ありがとう！クエスト」ドロップ品および初クリア報酬ピックアップ＞
・魔法原石：ショップの魔法原石交換で貴重品と交換できます。
・ガチャチケット：スペシャルガチャを 1 回まわせるチケットです。
・バトルチケット：コロシアムでのバトルで消費します。
［初クリア報酬］
・神竜魂：集めることで神竜魂交換にて特定の GOD キャラクターと交換可能なアイテムです。
※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。

「2017 年ありがとう！クエスト」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/171208-1/
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猫耳キャラたちが大活躍！特別なエリアで超レアスキルをゲット！
新イベント「キャット＆リリース」開催中！

猫耳キャラクターたちが活躍する新イベント「キャット&リリース」を開催中です。イベントクエストでアイテム
を集めて豪華報酬とご交換いただけるほか、限定の特殊アイテムを仕様することで挑戦可能な特別エリアでは、超レ
アスキルをご入手いただけるチャンスです。他にもイベント期間限定のログインボーナスや、強力な猫耳 GOD キャ
ラクターがラインナップに含まれたガチャ、様々な便利アイテムがアイテムパックなど、お楽しみ要素盛りだくさん
のイベントです。

【イベント「キャット&リリース」キャンペーン内容】
１．イベント開催記念ログインボーナス
２．イベントクエスト「キャット&リリース」
３．キャット&リリースガチャ
４．2 種類の限定アイテムパック販売
＜各開催期間＞
１．2017 年 12 月 5 日（火）16:00～12 月 14 日（木）23:59
２．2017 年 12 月 5 日（火）16:00～12 月 26 日（火）13:59
３．2017 年 12 月 5 日（火）16:00～12 月 26 日（火）13:59
４．2017 年 12 月 5 日（火）16:00～12 月 12 日（火）13:59

１．イベント「キャット&リリース」開催記念ログインボーナス
イベント「キャット&リリース」開催を記念し、12 月 5 日（火）16 時のイベント開始からの 10 日間ログイン
ボーナスを実施中です。イベント「キャット&リリース」にて「特効ボーナス」や「スペシャルアビリティ」を発揮
するキャラクターが登場する「キャット&リリースガチャ」にチャレンジ可能な「C&R チケット」や「因果石」の豪
華ログインボーナスです。

【内容】
日程 /

アイテム名

12 月 8 日（金）

/

C＆R チケット×1

12 月 9 日（土）

/

因果石×100 個

12 月 10 日（日） /

C＆R チケット×1

12 月 11 日（月） /

因果石×100 個

12 月 12 日（火） /

C＆R チケット×1

12 月 13 日（水） /

因果石×100 個

12 月 14 日（木） /

C＆R チケット×1

※ログインボーナスは、対象となる日付ごとのアイテムをお受け取りいただけます。
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２．イベントクエスト「キャット&リリース」

可愛い猫耳キャラクターたちと猫族の村を救うストーリーをお楽しみいただけるイベントクエスト「キャット&リ
リース」では、イベントクエストクリアで限定 UR キャラクターが手に入ります。さらに、イベントクエストに設定
されたスタンプをコンプリートすると、特別な制限エリアへの挑戦に必要な「金のマタタビ」を入手可能です。
特別な制限エリアでは、超レアなスキルブック「神殺・零式」が確実に手に入るほか、イベントアイテムをより多
く入手するためのチャンスエリアです。

３．キャット&リリースガチャ

イベントクエスト「キャット&リリース」にて「特効ボーナス」や「スペシャルアビリティ」を発揮し、有利にク
エストを進めることができる新キャラクターが登場しました。さらに新 GOD キャラクター２体「フィスターア」お
よび「リト」は、魅力あふれる猫耳キャラクターで、キャラクターボイスはともに人気声優「藤井美波」さんが担当
しています。キャラ能力についても、「『発動者：呪縛』
『発動者：混乱』
」などの状態異常をメリットに変えることが
できる強力なスキル持ちですので、バトルの強化にも役立てることが可能です。

フィスターア（CV:藤井美波）

リト（CV:藤井美波）
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４． 2 種類の限定アイテムパック販売
イベントにちなんだアイテムをセットにしたパックを販売中です。3 体の「猫耳」キャラクターや、イベントクエ
スト「キャット&リリース」内の特別な制限エリア「ハンティングタイム」にチャレンジ可能となるアイテム「金の
マタタビ」
、キャラクターの神格化に必要な「闘神の器」
「競神の器」「戦神の器」
、特別な称号などをご用意していま
す。パック内容に合わせ、「小判袋」
「大判袋」の 2 種類で、お一人様 1 回限りご購入可能です。
※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。

「キャット&リリース」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/171208-2/

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/
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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。

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 マーケティング部
Tel:03-5781-3440／Fax:03-5781-3441

E-Mail: publicity@core-edge.jp

Copyright © 2017 CORE EDGE All Rights Reserved.

