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多数の新要素を追加実装してテスト版から大幅進化！

新コンテンツ「絆ダンジョン」が正式スタート！
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、2 月 27
日（火）より、多数の新要素を追加実装してテスト版から大幅進化を遂げた新コンテンツ「絆ダンジョ
ン」を正式にスタートしました。また、「絆ダンジョン」正式実装を記念して、2 種類のアイテムパックが
登場しました。さらに、
「絆ダンジョン」における初の「イベントダンジョン」となる、「ジズディガ降
臨」を開始したことをお知らせいたします。

新コンテンツ「絆ダンジョン」が正式スタート！
ダンジョン内で力を発揮する「絆アビリティ」などの
新要素を追加実装して登場！記念ログインボーナスもスタート！
『アルテイルクロニクル』では、本日 2 月 27 日（火）よりマルチプレイ型バトル「絆ダンジョン」を正
式スタートいたしました。βテストが終了した「絆ダンジョン」に新要素を追加実装し、より一層お楽しみ
いただける内容に進化を遂げたマルチプレイ型バトル「絆ダンジョン」のスタートです。正式スタートにと
もない、ダンジョン内で力を発揮する「絆アビリティ」や、
「絆ダンジョン」で入手可能な 2 種類新アイテムな
どを実装しました。そして、メイン画面内にてナビゲーションキャラクターを務める「ユーナ」
（CV:堀江由衣さ
ん）と「アザミ」
（CV:矢作紗友里さん）にも要注目です。また、
「絆ダンジョン」スタートを記念して「絆ダン
ジョンスタートダッシュログインボーナス」も開始しました。ぜひログインしてお受け取りください。

【追加実装された新要素】
・
「絆ダンジョン」攻略に役立つ「絆アビリティ」を実装

新要素「絆アビリティ」によってダンジョン内で味方が設定している LEADER キャラクターに特別な効果
を発揮させることができます。各種「絆アビリティ」を入手後、ルームを作成したプレイヤーがあらかじめ
設定しておくことで発動可能です。
・
「絆ダンジョン」内のみで入手可能な 2 つのアイテムを実装。
ショップ内「イベント交換」に 2 つの新アイテムに対応する「アイテム交換」リストを追加。
「絆ダンジョン」クリア時に入手可能なアイテムとして「光のエレメント」と「闇のエレメント」が登場し
ました。また、2 つのアイテムに対応した「絆ダンジョン交換」リストを「ショップ」内、「イベント交換」
に追加しました。
・
「絆ダンジョン」に 2 種類のエリアを実装
「絆ダンジョン」として 2 種類のエリア『
「光の地下鉱洞」「闇の地下鉱洞」
』を新たに追加実装しました。難
易度は 4 段階から選択することができますので、自分の実力に合った難易度をご選択ください。
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【絆ダンジョンスタートダッシュログインボーナス】
「絆ダンジョン」の正式スタートを記念して、ルームのオーナーとして遊ぶことを可能にする「絆チケッ
ト」を、期間中毎日ログインボーナスとしてプレゼントします。
「ログインボーナス」の「絆チケット」は、プ
レゼント BOX よりお受け取りいただけます。
＜開催期間＞
2018 年 2 月 27 日（火）16:00～3 月 16 日（金）23:59 まで
※2 月 27 日（火）は、16:00 以降、2 月 28 日（水）は 0:00 以降に特典が付与されます。
＜ログインボーナス詳細＞
期間中、すべてのプレイヤーの皆様に毎日「絆チケット」×15 個をプレゼントします。

【マルチプレイ型バトル「絆ダンジョン」概要】
「絆ダンジョン」は、最大 3 人で同時にプレイ可能なマルチプレイ型バトルです。ダンジョン内にはエネミ
ーが 3 パーティ登場します。仲間と協力してダンジョンクリアを目指してください。
ダンジョンには難易度を選択後、ルームを作成するか、招待されたルームもしくは公開されているルームへ
の参加によって挑戦可能です。また、ルームを作成し、オーナーとなったプレイヤーは難易度に応じた「絆チ
ケット」を消費します。なお、
「絆ダンジョン」に挑戦するためには、少なくとも 2 人以上のプレイヤー（オー
ナーを含む）が必要です。
「絆チケット」を消費するのはオーナーだけです。ルームに参加したプレイヤーは
「絆チケット」を消費しません。

【「絆ダンジョン」の遊び方】
ホーム画面内下部の「バトル」アイコンをタップし、「絆ダンジョン」を選択することでナビゲーションキャ
ラの「ユーナ」もしくは「アザミ」の待つメイン画面が表示されます。オーナーとして「友達とプレイ」を選
択しフレンドやギルドメンバーを招待するか、もしくは「誰かとプレイ」を選択し、ルームを公開する方法
と、すでに公開されているルームに参加する方法で遊ぶことができます。
※毎日 18:00～22:59 までの間のみ、見知らぬプレイヤー同士がマッチングし、一緒にプレイ可能な「誰か
とプレイ」を選択することができます。

「ユーナ」
（CV:堀江由衣さん）

「絆ダンジョン」正式実装に関する詳細 URL

「アザミ」
（CV:矢作紗友里さん）

https://www.alchro.jp/news/180227-01/
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■正式スタートを記念し、
「絆チケット」などが詰まったパックがショップに登場！
「絆ダンジョン」にて、ルームのオーナーとして挑戦する際に必要な「絆チケット」などの便利アイテムが詰
まった 2 種類のスペシャルパックが登場しました。ショップ内にてご購入いただけます。
それぞれお 1 人様各 1 回限りご購入可能な豪華なアイテムパックですので、お見逃しのなきようご利用くだ
さい。
【販売期間】
2018 年 2 月 27 日（火）16:00～3 月 16 日（火）13:59
【パック内容】

絆ダンジョンスタートダッシュパック［必要因果石 300 個］
・
「絆チケット」×50 個
・
「ガチャチケット」×3 個
絆ダンジョンスタートダッシュメガパック［必要因果石 2,500 個］
・
「絆チケット」×200 個
・
「ガチャチケット」×10 個
・
「スキルトレール」×30 個
・
「アビトレール」×10 個
「絆ダンジョンスタートダッシュパック」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/180227-02/

初のイベントダンジョン「ジズディガ降臨」がスタート！
力を合わせて魔竜「ジズディガ」を打ち破れ！
「絆ダンジョン」正式スタートにともない、初実施となるイベントダンジョン「ジズディガ降臨」を開始しま
した。ダンジョン内に登場するジズディガを倒すことでイベントアイテムや絆ダンジョン報酬をご入手いただけ
ます。イベントアイテムはさまざまな豪華アイテムと交換できますので、ぜひご参加ください。
【開催期間】
2018 年 2 月 27 日（火）16:00～2018 年 3 月 13 日（火）13:59
【イベントアイテム】
・魔竜の破角
イベントアイテム「魔竜の破角」は、ショップ内「イベント交換」にて「絆アビリティ」や「スキルブック」
などの豪華アイテムと交換可能です。
「ジズディガ降臨」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/180227-03/
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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。
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