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祝！250 万ダウンロード突破！
感謝を込めた超豪華メモリアル企画を開催！！
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、3 月 30 日（金）
より 250 万ダウンロード突破を記念した、
「250 万ダウンロード突破記念特別キャンペーン」を開始したこと
をお知らせします。

記念のタイミングにふさわしい様々な超豪華メモリアル企画を開催！
たくさんのプレイヤーの皆様にお楽しみいただき、大盛況の日々が続いている『アルテイルクロニクル』で
は、アプリのダウンロード数が 250 万を突破しました。突破にあたり、日頃よりお楽しみ頂いているプレイヤ
ーの皆様への感謝の気持ちを込めたメモリアル企画「250 万ダウンロード突破記念特別企画」を開始しまし
た。10 連ガチャにチャレンジするたびに GOD の出現確率がステップアップしていく「大盤振舞ガチャ」や、
期間中における全プレイヤーの「コロシアムでの総バトル回数 100 万回超え」を目指す「コロシアムミリオン
バトル」
、そして、マルチプレイ型バトル「絆ダンジョン」内に「250 万 DL 突破記念ダンジョン」の追加
と、盛りだくさんの内容でお楽しみください。

【「250 万ダウンロード突破記念特別企画」概要】
本企画は以下の内容を中心にお楽しみいただけます。
※内容ごとに実施期間が異なります。

1.「大盤振舞ガチャ」
2.「コロシアムミリオンバトル」
3.「250 万 DL 突破記念ダンジョン」

◆250 万ダウンロード突破記念特別企画 詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/180330-01/
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１．
「大盤振舞ガチャ」

チャレンジするたびに「特別枠」の GOD 確率がステップアップ！
5 回目以降はなんと GOD がもれなく登場!!
10 連ガチャにチャレンジするたびに、「特別枠」の 1 枠から出現する
GOD の確率がステップアップしていく特別なガチャ「大盤振舞ガチャ」
が登場しました。5 回目のチャレンジ以降は、
「特別枠」の 1 枠から GOD
が必ず出現します。
また、ガチャから登場する UR 以上のキャラクターたちは、すべて「ラ
ンダムスキル群」の対象で、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。
■開催期間
2018 年 3 月 30 日（金）16:00～2018 年 4 月 3 日（火）13:59

◆「大盤振舞ガチャ」 詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/180330-02/

2．
「コロシアムミリオンバトル」

全プレイヤー協力型のコロシアムイベント！
目指せ 100 万バトル超え！「コロシアムミリオンバトル」
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全プレイヤーの皆様のコロシアムでの総バトル回数を集計し、到達した総バトル回数に応じて、ご参加いただ
いたすべての方に豪華報酬をプレゼントする「250 万 DL 突破記念コロシアムミリオンバトル」を実施します。
プレゼントラインナップには、現在開催中のイベント「桜花爛漫夢祭」のイベント交換にて GOD キャラクター
と交換することが可能なレアなアイテム「桃花染の髪飾り」など超豪華アイテムをご用意しました。
また、
「コロシアムミリオンバトル」中に行われるミッションにつきましては「全プレイヤー参加型ミッショ
ン」だけではなく、個人ミッション「ミリオンバトルミッション」も実施します。
「ミリオンバトルミッション」
は、ご自身のコロシアムでの総バトル回数に応じて達成可能なミッションで、
「全プレイヤー参加型ミッション」
とあわせて達成可能なミッションですので、ぜひお気軽にご参加ください。
■開催期間
2018 年 3 月 30 日（金）16:00～4 月 6 日（金）13:59

◆「コロシアムミリオンバトル」 詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/180330-03/

3．
「250 万 DL 突破記念ダンジョン」

「絆チケット」の消費なし！チャレンジし放題、報酬獲得し放題の
絆ダンジョン特別版「250 万 DL 突破記念ダンジョン」
「絆ダンジョン」内の「イベントダンジョン」に 250 万ダウンロード突破を記念した特別版ダンジョン「250
万 DL 突破記念ダンジョン」が登場しました。なんと「250 万 DL 突破記念ダンジョン」は、実施期間中「絆チ
ケット」の消費なしで何度もお楽しみいただけます。チャレンジし放題、報酬獲得し放題の特別ダンジョンを、
仲間や友達と一緒に遊びつくしてください。
■開催期間
2018 年 3 月 30 日（金）16:00～2018 年 4 月 10 日（火）13:59

◆「250 万 DL 突破記念ダンジョン」 詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/180330-04/
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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]
[iOS]

https://app.appsflyer.com/jp.coreedge.alchro?pid=PR

https://app.appsflyer.com/id1137512092?pid=PRhttp://www.alchro.jp/
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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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