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大人気 TV アニメ「進撃の巨人」とのコラボレーション
開催決定！12 月 26 日（火）から開始！
開催までは「コラボカウントダウンログインボーナス」などがスタート！
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、2017 年 12 月 26 日
（火）より人気 TV アニメ「進撃の巨人」とのスペシャルコラボレーションを開始することをお知らせいたします。

人気キャラクター「エレン」や「ミカサ」たちが『アルクロ』の世界に登場！
巨人がいろいろな領域に進撃するまさかのコラボ！12 月 26 日（火）に開催
『アルテイルクロニクル』では、12 月 26 日（火）より大人気 TV アニメ「進撃の巨人」とのコラボレーション企
画を実施します。
「エレン・イェーガー」や「ミカサ・アッカーマン」などの人気キャラクターたちが『アルテイルク
ロニクル』の世界で大活躍します。
コラボ期間中にはいろいろな領域に巨人が進撃を開始。限定イベントクエストをはじめ、イベントクエスト連動型の
新企画や、ギルドバトル「リンクフィールド」のコラボバージョンにて迎撃をお楽しみいただけます。さらに、新シス
テム「転神」も登場。初の「転神」対応キャラクターはコラボキャラクターの「エレン・イェーガー」に決定しまし
た。巨人化する「エレン」の様子をぜひバトル内でご覧ください。他にもお楽しみ企画盛りだくさんのスペシャルコラ
ボレーションにご期待ください。
そして、この度のスペシャルコラボレーションを記念した事前企画を 12 月 19 日（火）より実施します。企画内容
は「進撃の巨人コラボカウントダウンログインボーナス」および「進撃の巨人コラボ記念 Twitter キャンペーン」の
2 種類で、コラボ開始時のスタートダッシュをお助けします。お見逃しのなきようぜひご参加ください。

■「進撃の巨人コラボレーション」 概要
＜実施期間＞
2017 年 12 月 26 日（火）16：00（予定）より 2018 年 1 月 9 日（火）13：59 まで

＜内容＞
「進撃の巨人コラボレーション」では、以下内容にて、アルクロの世界で
「進撃の巨人」に登場するキャラクターたちの活躍をお楽しみいただけます。

・イベントクエスト
コラボ限定のオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。
・ログインボーナス
コラボを十分に満喫するためのお役立ちアイテムなどをもれなくご入手いただけます。
・イベントクエスト連動企画
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ゲリラ的に出現する巨人達を全プレイヤーで力を合わせて討伐するイベントです。
・リンクフィールド（コラボ ver）
ギルドバトル中に特別なアイテムを獲得するチャンスが加わります。
・ガチャ
人気キャラクター「エレン」や「ミカサ」がラインナップに含まれるガチャです。
・新システム「転神」実装
バトル中、キャラクターが強化され見た目が変化する新システムを実装します。
初対応キャラクターの「エレン」はバトル中に巨人化します。
・他にもコラボ要素盛りだくさん
いろいろな領域に進撃を開始する巨人の影響で、ゲーム内の様々な場面でコラボをお楽しみいただけます。

コラボキャラ「エレン」は新実装の「転神」システムの初対応キャラとして登場！
バトル中の巨人化は必見！他キャラもミニキャラ化してオリジナルスキルで大活躍
コラボレーション期間中、「進撃の巨人」の劇中に登場する人気キャラクターたちは、ミニキャラクター化された
姿で登場し、ゲーム内のいたる所で活躍します。また、それぞれのキャラクターはオリジナルスキルを所持していま
す。クエストやバトルでのスキル発動時の演出も必見です。また、コラボキャラクターの 1 人「エレン」は新システ
ム「転神」システムの初対応キャラクターで、バトル中に巨人化して闘うことが可能です。TV アニメ「進撃の巨
人」の魅力がタップリ詰まったコラボレーションにぜひご期待ください。

■ミニキャラクター化した人気キャラクターたち

左から、「エレン・イェーガー」、「ミカサ・アッカーマン」、「アルミン・アルレルト」、「リヴァイ」

※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。

「進撃の巨人コラボレーション」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/171219-1/

Copyright © 2017 CORE EDGE All Rights Reserved.

2017/12/19
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

プレスリリース

コラボ事前企画で「進撃の巨人ガチャ」を回せるチケットをお先にゲット！
『コラボカウントダウンログインボーナス』を実施！
コラボ実施決定を記念した事前企画として「コラボカウントダウンログインボーナス」を実施します。開始までの
期間にログインするだけで「進撃の巨人ガチャ」をコラボ開始後に回せる「進撃の巨人チケット」や、ゲーム内にて
ご活用いただけるクエストポイント大幅回復アイテム「金のエリクサー」をもれなくご入手可能です。

■「コラボカウントダウンログインボーナス」

概要

＜期間＞
2017 年 12 月 20 日（水）0:00 ～ 26 日（火）23:59

（計 7 日間）

＜詳細＞
期間中にゲームにログインすると、ログイン日数に応じて下記のアイテムをもれなくご入手いただけます。
1 日目： 「進撃の巨人チケット」×1 個
2 日目： 「金のエリクサー」×3 個
3 日目： 「進撃の巨人チケット」×1 個
4 日目： 「金のエリクサー」×3 個
5 日目： 「進撃の巨人チケット」×1 個
6 日目： 「金のエリクサー」×3 個
7 日目： 「進撃の巨人チケット」×1 個
※「進撃の巨人チケット」は『進撃の巨人ガチャ』を回せるガチャチケットです。ガチャはコラボ開始後の 12 月 26 日(火) 16:00
より開始予定です。

※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。

「コラボカウントダウンログインボーナス」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/171219-1/

フォロー＆リツイートだけで iTunes/Google Play コードを抽選でプレゼント！
さらに総リツイート達成数に応じて「ガチャチケット」をプレゼント！
『コラボ記念 Twitter キャンペーン』
「コラボ記念 Twitter キャンペーン」を実施します。「アルテイルクロニクル公式 Twitter アカウント」
（@Alchro_Official）をフォローし、対象ツイートをリツイートしていただいた方の中から抽選で 100 名様に
1,500 円分の iTunes/Google Play のコードをプレゼントします。さらに、対象ツイートのリツイート達成数に応
じて、全員に「ガチャチケット」をプレゼントします。フォロー＆リツイートだけの簡単条件ですのでぜひお気軽に
ご参加ください。
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■「コラボ記念 Twitter キャンペーン」 概要
＜期間＞
2017 年 12 月 19 日（火）～ 1 月 9 日（火）23:59
＜詳細＞
以下の内容にてキャンペーンを実施します。
・フォロー＆リツイートで抽選！
「アルテイルクロニクル公式 Twitter アカウント」
（@Alchro_Official）をフォローし、対象ツイートをリツイート
していただいた方の中から抽選で 100 名様に 1,500 円分の iTunes/Google Play のコードをプレゼント。
※すでに公式 Twitter をフォロー済みの方は、リツイートのみにて抽選対象とさせていただきます。
・総リツイート数でもれなく！
指定ツイートのリツイート数に応じた数量の、
「ガチャチケット」を全プレイヤーにプレゼントします。
※「ガチャチケット」は「スペシャルガチャ」を回せるチケットです。

達成条件

プレゼント

50 リツイート

ガチャチケット×2 個

100 リツイート

ガチャチケット×3 個

200 リツイート

ガチャチケット×5 個

以降、100 リツイート毎達成

ガチャチケット×1 個

★対象ツイートは公式 Twitter アカウントをチェック★
アルテイルクロニクル公式 Twitter

@Alchro_Official

「コラボ記念 Twitter キャンペーン」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/171219-2/

＜TV アニメ「進撃の巨人」とは＞
超大型巨人の出現により人類の平和と幻想が破られたあの日から、
エレン・イェーガーの果てしない戦いの日々は続く……。
抗する術もなく巨人の餌となった母の最期を目の当たりにして
この世から巨人を一匹残らず駆逐することを誓ったエレン。
しかし、過酷な戦いの中で彼自身が巨人の姿に変貌してしまう―。
人類の自由を勝ち取るために巨人の力を振るうエレンは、
ウォール・シーナのストヘス区において「女型の巨人」と激突。
巨人同士の激しい戦闘は、辛くもエレンの勝利となった。
それでもエレンに、そして人類に、休息の時は訪れない。
次なる戦いは既に始まりを告げている。
ウォール・ローゼに迫り来る巨人の大群に、人類はどう立ち向かう⁉

公式サイト

http://shingeki.tv/season2/

権利表記：©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会
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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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