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レアキャラがもれなく手に入るイベント記念豪華ログボも！

クリスマスイベント「Holy White Chronicle」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）』にて、12 月 12 日（火）よりクリ
スマスイベント「Holy White Chronicle」を開始したことをお知らせいたします。

クリスマスイベント「Holy White Chronicle」がスタート！
特別ログインボーナスでレアキャラクターなどの豪華特典をゲット！
間近に迫ったクリスマスにちなみ、幸せなひとときをお届けするイベント「Holy White Chronicle」を実施しま
す。クリスマスプレゼントにちなんだストーリーが展開するイベントクエストや、魅力あふれる新キャラクターがラ
インナップに含まれたガチャをお楽しみいただけます。また、新イベント開始を記念し、ログインするだけでレアキ
ャラクターをはじめとする豪華アイテムをもれなくご入手いただけるログインボーナスをご用意しましたのでぜひご
参加ください。

【イベント「Holy White Chronicle」キャンペーン内容】
本キャンペーンは以下の内容をお楽しみいただけるイベントです。

1.「開催記念ログインボーナス」
2.イベントクエスト「Holy White Chronicle」
3.「Holy White ガチャ」
＜各開催期間＞
１．2017 年 12 月 12 日（火）16:00～12 月 26 日（火）23:59
２．2017 年 12 月 12 日（火）16:00～12 月 26 日（火）13:59
３．2017 年 12 月 12 日（火）16:00～12 月 26 日（火）13:59
※10 連特典「聖夜の伝承録」獲得量 UP 期間
2017 年 12 月 12 日（火）16:00～12 月 15 日（金）23:59
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１．【イベント「Holy White Chronicle」開催記念ログインボーナス】
クリスマスイベント「Holy White Chronicle」開催を記念した、10 日間のログインボーナスを 12 月 12 日
（火）16 時より実施します。初日のログインボーナスでは、イベントクエスト「聖夜の贈り物」にて「特効ボーナ
ス」や「スペシャルアビリティ」を発揮する UR キャラクター「
【聖夜の修道女】リナ」をもれなくご入手いただけ
ます。2 日目以降も「Holy White ガチャ」にチャレンジ可能な「HW チケット」や「因果石」などの豪華アイテム
をもれなく入手可能です。

【ログインボーナス内容】

日程

アイテム名

1 日目

UR キャラクター「【聖夜の修道女】リナ」×1 体

2 日目

因果石×200 個

3 日目

金のエリクサー×5 個

4 日目

スキルブック「神技の秘伝」×1 個

5 日目

「HW チケット」×2 個

6 日目

「プラチナコイン」×10 個

7 日目

因果石×200 個

8 日目

「金のエリクサー」×5 個

9 日目

スキルブック「究極神技の秘伝」×1 個

10 日目

「HW チケット」×2 個

※12 月 12 日（火）開始のログインボーナスのみ、イベント開始の 16 時から適応となりますので、ご了承ください。
※ログインボーナスは、プレゼント BOX よりお受け取りください。
※ログインボーナスは、期間中のログイン経過日数ごとのアイテムをお受け取りいただけます。

２．【イベントクエスト「Holy White Chronicle」】

人の姿となったカーバンクル姉妹の次女「エヴェナ」（CV：近村望実）とともに、ラヴァートの子供たちへクリス
マスプレゼントを届けるストーリーが展開するイベントクエスト「聖夜の贈り物」がスタートしました。イベントク
エストクリアや、ログインボーナスで限定 UR キャラクター「リナ」を手に入れ、使用することでイベントを有利に
進めることができます。他にも様々な方法でイベントを有利に進めることができる新キャラクターを入手可能です。
イベント期間中のデイリーミッション達成で入手可能な「聖夜の伝承録」は、たくさん集めることで 2 体の「新
GOD キャラクター」と交換することもできます。
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３．【「Holy White ガチャ」】

イベントクエスト「聖夜の贈り物」にて特効ボーナスやスペシャルアビリテ
ィを発揮する新 GOD キャラクターの「エヴェナ」
（CV:近村望実、イラスト：
rioka）と「クランプス」（CV:タキ、イラスト：りんねこ。）が 2 体登場しまし
た。さらに、当ガチャから登場する UR キャラクターは、アビリティの「限界
突破」が可能となった強力なキャラクターです。そして、開催開始から 3 日間
は、10 連ガチャの特典「聖夜の伝承録」の獲得量がアップします。
「聖夜の伝
承録」は、集めることで新 GOD キャラクターや、豪華アイテムと交換可能な
アイテムですので最初の 3 日間をスタートダッシュ期間としてぜひご活用くだ
さい。
【新 GOD キャラクター】

エヴェナ（CV:近村望実、イラスト: rioka）

クリスマスイベント「Holy White Chronicle」に関する詳細 URL

クランプス（CV:タキ、イラスト: りんねこ。）

https://www.alchro.jp/news/171212-1/
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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/

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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