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近日実施の大型アップデートで「マルチプレイ型クエスト」実装決定！

「1 日 1 回無料 10 連ガチャ」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）』では、近日行わ
れるに大型アップデートにて「マルチプレイ型クエスト」の実装などが決定しました。実装決定を記念し
た特別企画として、2 月 10 日（土）より 1 日 1 回 10 連ガチャを無料でご利用いただける特別企画を実
施します。他にも、
「アメイジングチケット」のおまけ付き因果石販売や、「ピックアップガチャ」につい
てお知らせします。

近日実施の大型アップデートで「マルチプレイ型クエスト」など、新要
素を実装！実装記念として最大 7 日間 10 連ガチャに無料で挑戦可能！
『アルテイルクロニクル』では、近日行われるに大型アップデートにて、新タイプのクエスト「マルチプ
レイ型クエスト」や、新コミュニケーション要素「スタンプ機能」の実装が決定しました。近日実施が決定
した「大型アップデートを記念し、2 月 10 日（土）より最大 7 日間 1 日 1 回 10 連ガチャを無料で毎日
ご利用いただける特別企画「大型アップデート記念！無料 10 連ガチャ」を実施します。このスペシャルな
期間をゲームプレイにお役立てください。なお、大型アップデートの詳細につきましては、後日発表させて
いただきますのでしばらくお待ちください。

【大型アップデート記念！無料 10 連ガチャ】概要
【期間】
2018 年 2 月 10 日（土）0:00～2 月 16 日（金）23:59
【内容】
近日実施の大型アップデートにて新タイプのクエスト「マルチプレイ型クエス
ト『絆ダンジョン』」や新コミュニケーション要素「スタンプ機能」などの新要
素実装が決定しました。決定を記念した特別企画として、期間中、1 日 1 回
「大型アップデート記念！無料 10 連ガチャ」に毎日無料でご挑戦いただけます
ので、「ホーム」画面右下の「ガチャ」ボタンよりご利用ください。なお、この
度実施する「大型アップデート記念！無料 10 連ガチャ」のラインナップは、有
料ガチャの「スペシャルガチャ」と同一になります。

※スタンプ機能の一例

「大型アップデート記念！無料 10 連ガチャ」に関する詳細 URL https://www.alchro.jp/news/180209-01/
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お好きな人気キャラクターやアクセサリを選んで交換可能！
期間限定で「アメイジングチケット」のおまけ付き因果石登場！

お好きな GOD キャラクターや GOD アクセサリと交換可能な「アメイジングチケット」がおまけとし
て付いてくる因果石を期間限定、数量限定にて「ショップ内」で販売します。先日更新が行われたばかり
の「スペシャルガチャ」に登場した GOD キャラクター「ルドルフ」や、6 種類の GOD アクセサリも交
換対象に含まれています。
「アメイジングチケット」を活用し、お好きなキャラクターやアクセサリの入手
や覚醒にご利用いただくことで、パーティの大幅強化が可能ですのでぜひご注目ください。

【「アメイジングチケット」付き因果石販売】概要
【期間】
①おまけ付き「因果石」販売期間
2018 年 2 月 9 日（金）～2018 年 2 月 13 日（火）13:59
②「アメイジングチケット」利用可能期間
2018 年 2 月 9 日（金）～2018 年 2 月 20 日（火）13:59
【内容】
因果石 3,000 個+おまけ「アメイジングチケット」×1 個 ： 価格 3,000 円
※期間中お一人様最大１回までご購入可能
「アメイジングチケット」付き因果石販売に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/180209-02/

敵を混乱させ、ゲームの主導権を握ろう！
3 体の GOD キャラクターを厳選したピックアップガチャが登場！
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新たに限界突破可能となったアビリティを持つ 3 体の GOD キャラクターを厳選したピックアップガチャ
が登場しました。限界突破によりアビリティが強力になり、バトルに新たな変化を与えることが可能にな
ります。ラインナップには他にも、神格化が可能になった GOD アクセサリが含まれていますので是非ご
利用ください。
【開催期間】
2018 年 2 月 9 日（金）16:00～2 月 13 日（金）13:59

【内容】
期間中、当ガチャから出現する GOD キャラクターはピックアップされた 3
体のみとなります。また、出現するアクセサリは、GOD2 種と UR10 種のみで
す。そして、10 連ガチャを回すと、UR 以上のキャラクターまたはアクセサリ
が 1 個以上確定します。なお、当ガチャから登場する UR 以上のキャラクター
につきましては、キャラクターが本来習得しているスキル以外に、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 個をランダムに習得し
た状態でご入手いただけます。

・ 3 体のピックアップ GOD キャラクターは、新たにアビリティの「限界突破」が可能に！
・ 出現する GOD キャラクターは、ピックアップされた 3 体のみ！
・ 出現するアクセサリは GOD アクセサリ 2 種と UR アクセサリ 10 種のみ！
・ ピックアップガチャは、「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は、キャラクターが本
来習得しているスキル以外に、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 個をラン
ダムに習得した状態でご入手いただけます。

【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

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 個以上確定します。

【ピックアップキャラクターラインナップ】
【白砂の妖精】エルラ
限界突破することで、高確率の［混乱］を 2 体から 3 体に与えることができるようにな
りました。さらに、ラストアクションでも［混乱］を与えることができるようになったう
え、混乱状態の敵には強力な状態異常の１つ、［魅了］を高確率で与えることが可能とな
り、強力なアビリティに。
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【運命支配者】シャノワール
限界突破することで、自身へのバリアが 1 回増加したうえに、混乱対策をしていない敵に
対して［混乱］を確実に与えることができるようになりました。さらに、追加効果とし
て、攻撃を受け「反撃」発動可能状態時に、バリアが残っていれば発動可能な高確率［混
乱］と、高確率で自身への［バリア］1 回付与を手に入れました。この効果により、高確
率でバリアを張りつつ［混乱］を与えることができる強力なアビリティとなりました。

【黒の戦乙女】アイギナ
限界突破することで、ダメージ回避と麻痺回避がより強力になり使用用途が増えました。
さらに、限界突破することで、HP の高い敵 1 体を確率で瀕死にしたうえ、HP の高い敵
1 体に強力な 2 連撃ダメージを 2 回繰り返すことができるため、
「上限回数 2 回の反撃」
という制限はあるものの、敵が少なければ少ないほど真価を発揮するアビリティとなりま
した。

「ピックアップガチャ」に関する詳細 URL https://www.alchro.jp/news/180209-03/

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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