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多数の便利機能実装や画面のリニューアルを実施！

大型進化アップデート！
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 14 日（木）に大型進
化アップデートを実施しました。また 12 月 15 日（金）から人気のアクセサリを厳選した「ピックアップガチャ」
が登場し、12 月 16 日（土）からは 1 日 1 回 10 連ガチャが無料で引ける「WinterBell ガチャ 10 連 ver」が登場
します。

大型アップデート！様々な機能を実装して進化！！
多数の便利機能の実装や画面のリニューアル、数々の改善など、充実のアップデートで進化を続ける「アルクロ」を
たっぷりとお楽しみください。

【大型進化アップデート内容一覧】
●キャラクターが規定の Lv で習得する「究極スキル」が、
キャラ Lv を問わず習得済みとなり最初から使用可能に！
キャラクターの覚醒がしやすくなるほか、キャラクターの詳細画面をリニュー
アルし、必要情報が見やすくなりました。

●アイテムの「スキルトレール」と「アビトレール」が、複数一緒に使用可能に！
キャラクター詳細画面にて、変換したいスキルやアビリティをタップすることで
一度に複数のスキルとアビリティをスキルブックに変換することができますので、
スムーズなスキルの付け替えが可能です。

また、「強化合成」内の「超強化合成」や「スキルブックを使用した強化合成」にて、
継承せずに終えたスキルやアビリティに対し、
その場で対応アイテムを使用して、大事なスキルを忘れずにスキルブックに
変換できるようになりました。
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●「ショップ」で使用する交換用アイテムについて、
「！」アイコンから獲得箇所などの詳細を確認可能に！
ショップ内の「！」マークのアイコンをタップすることで、
詳細なお知らせをご確認いただけるようになり、アイテム
の獲得方法が確認しやすくなりした。

●「ブック錬金」に様々な機能を追加！
①「ブック錬金」のブック選択時に「＋」
「－」ボタンを長押しすることで、連続して追加や減少ができるようにな
り、大量のブック使用がしやすくなりました。
②「ブック錬金」にて「所持数順」をもとにしたソートが可能になり、使うブックを選択しやすくなりました。
③「ブック錬金」にて連続でブック錬金を行う際、最後に使用したブックが上部に表示されるようになり、複数選択
がしやすくなりました。

●ログインボーナスの演出が 2 倍速に対応！
ゲームをより素早く開始できるようになりました。

●アクセサリ詳細画面リニューアル！
新バージョンのアクセサリ詳細画面となったことで、
より詳細な情報が確認しやすくなりました。

●アクセサリ「強化合成」の素材選択にて、カーバンクル系を上段に配列！
キャラクターの強化合成と同様に、アクセサリの強化合成もよりスムーズに行えるようになりました。

●アイテム所持上限を開放！
「スキルブック」
「アビリティブック」が一種類あたり 99,999 個まで所持できるようになりました。
「ソウルドロップ」を 999,999 個まで所持できるようになりました。

●その他変更内容
「ギルドチャット」に新しい書き込みが追加された場合、書き込み数が
数字で表示され、チャット状況を簡単に把握できるようになりました。

ホーム画面内下部、「パーティ」と表示されていたアイコンが、
「編成&強化」に変わり、遷移先画面での操作を連想しやすくなりました。

Copyright © 2017 CORE EDGE All Rights Reserved.

プレスリリース

2017/12/15
株式会社コアエッジ
東京都品川区東大井 5-26-22 エクシズビル 8F

「バトル」内、コロシアムのバトル活性化のため開始ボタンが全ランク共通で
『選んで対戦』のみになりました。また、
「バトルポイント」
「バトルチケット」
の表示を見やすく変更しました。

ゲームスタートから序盤のゲームの進め方を改善
・チュートリアルの最初に手に入るキャラクターが UR『
【黒薔薇の剣士】クラウディア』
、
R『
【調整体】ノゼ』
、N『【忠義の盾兵】ダリアス』になりました。

・チュートリアル時の最初に強化合成を行うブックが C『闇の乱舞』C『闇の一撃』になりました。

・
『Chapter.06』の開放条件「コロシアムで 30 戦する」と、
『Chapter.11』の開放条件コロシアムで 100 戦
する」を条件から外し、スムーズに Chapter が進行するようになりました。

・
「バトル機能」未開放時、バトルアイコンをタップすることで開放条件が確認できるようになりました。
※条件に変更はありません。『chapter.01』をクリアすると開放されます。

「大型進化アップデート」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/171215-1/

1 日 1 回無料で 10 連ガチャにチャレンジできる
「WinterBell ガチャ 10 連 ver」登場！
2017 年の感謝の気持ちを込めた特別な限定クエスト「2017 年ありがとう！クエスト」の条件達成ごほうび企
画の１つとして「WinterBell ガチャ 10 連 ver」が登場します。1 日 1 回無料で 10 連ガチャにチャレンジができ、
豪華賞品と交換可能な特別アイテム「Winter Bell」も引き続き入手可能となります。
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【内容】
期間中、1 日 1 回「Winter Bell ガチャ 10 連 ver」に毎日無料でご挑戦いただ
けます。
「Winter Bell ガチャ 10 連 ver」は特典付きで、1 回の 10 連チャレンジ
につき、特典として「Winter Bell」をご入手いただけます。 なお、特典獲得数は
1 個、2 個、3 個、5 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、「Winter Bell ガチャ 10 連 ver」の特典の「Winter Bell」につきまして
は、通常の「Winter Bell ガチャ」と同様のアイテムとなります。「Winter Bell
ガチャ 10 連 ver」のラインナップは「スペシャルガチャ」と同一になりますの
で、GOD キャラやアクセ獲得のチャンスです。
※ゲームにログインした状態で日付を跨ぐ場合は、本キャンペーンが有効化しない可能性があります。
有効にするためには 1 度タイトル画面に戻ったうえでガチャ画面をご確認ください。

【WinterBell ガチャ 10 連 ver.開催期間】
2017 年 12 月 16 日（土）0:00～12 月 22 日（金）23:59

【Winter Bell 交換設置期間】
2017 年 12 月 1 日（金）0:00～2018 年 1 月 7 日（日）13:59

獲得できる特典は、詳細ページにてご確認ください
「WinterBell ガチャ 10 連 ver」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/171215-2/

「人気」の GOD アクセサリを 4 種と UR アクセサリ 10 種を厳選！！
ピックアップガチャ登場！
通常のガチャよりも、GOD アクセサリが入手しやすい特別なガチャが登場しました。勝利への戦略の要となるアク
セサリを狙ってください。

さらに、登場するアクセサリは、バトルでの使用率が高く、人気の GOD アクセサリ 4 種類と、UR アクセサリ 10
種類をピックアップいたしました。そして、今回ピックアップされた 4 種類の GOD アクセサリは、新たに神格化対
象として、
「GOD★」まで強化可能になり、活躍の場が広がります。
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【開催期間】
2017 年 12 月 15 日（金）～12 月 22 日（金）13:59

【キャンペーン内容】
当ガチャから出現するレアリティ GOD のラインナップはアクセサリのみで、GOD の
キャラクターは出現しません。また、10 連ガチャを回すと、UR キャラクターまたは
UR 以上のアクセサリが 1 個以上確定します。当ガチャから登場する UR のキャラクター
はすべて「ランダムスキル群」の対象となり、既存ラインナップを含むキャラクターも、
ランダムに有効スキルを習得した状態で獲得いただけます。
※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。

【必要因果石】
＜初回価格＞

＜通常価格＞

1 連ガチャ：150 個

1 連ガチャ：300 個

10 連ガチャ：1500 個

10 連ガチャ：3000 個

10 連ガチャに限り、UR キャラクターまたは、UR 以上のアクセサリ 1 個以上確定となります。

「ピックアップガチャ」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/171215-3/

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！

『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
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●『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/

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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