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プレスリリース

超豪華ログボや 10 連ガチャ毎日無料など盛りだくさん！

「GOLDEN 因果フェス」を 4 月 28 日（土）から開催！
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、略称：アルクロ）
』にて、
4 月 28 日（土）0:00 よりゴールデンウィーク特別企画「GOLDEN 因果フェス」を開催することをお知らせ
します。

超豪華ログボや 10 連ガチャ毎日無料など超豪華な内容で開催！
GW 限定のお祭り企画「GOLDEN 因果フェス」スタート！
ゴールデンウィークにちなんだお祭り企画企画「GOLDEN 因果フェス」を 4 月 28 日（土）0:00 より開催
します。期間中、ゲームにログインするだけで毎日超豪華アイテムが手に入る「GOLDEN ログインボーナス」
や、10 連ガチャを毎日無料でご利用いただける「Spring Bell10 連ガチャ」
、そして強力な力を誇る限定 GOD
キャラクターが登場する 2 種類のガチャが合体した「ゴッドエヴォリューションガチャ」の登場など、過去に類
を見ない超豪華な内容でお届けします。ゴールデンウィークはまさにお祭り状態の「アルテイルクロニクル」で
楽しくお過ごしください。

【「GOLDEN 因果フェス」実施企画一覧】
本企画は以下の内容を中心にお楽しみいただけます。
1. 毎日超豪華アイテムが手に入る！「GOLDEN ログインボーナス」
2. 10 連ガチャが毎日無料！「Spring Bell10 連ガチャ」
3. 2 つのガチャが合体！限定 GOD の大チャンス！
「ゴッドエヴォリューションガチャ」
4. 早い者勝ちの「数量限定」販売！「GOLDENBOX」
5. ∞スキル入りパックなど 2 種類が登場！「GOLDEN パック」
6. バトルのたびに手に入る抽選券で豪華景品のチャンス！
「GOLDEN トーナメント」
7. 超絶ウマウマな名物企画が再び！「GOLDEN ハッピークエスト」

■「GOLDEN 因果フェス」開催期間
2018 年 4 月 28 日（土）00:00～2018 年 5 月 8 日（火）23:59
※企画内容ごとに実施期間が異なります。

◆「GOLDEN 因果フェス」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/180427-01/
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1．毎日超豪華アイテムが手に入る！「GOLDEN ログインボーナス」
通常時より豪華なログインボーナスを 4 月 28 日（土）0:00 より実施します。ログイン日数に応じて最大 9
日間お受け取りいただける豪華ログインボーナスです。
「GOLDEN ログインボーナス」では、
「ガチャチケッ
ト」や「金のエリクサー」に加え、ショップにて超レアなスキルブックなどと交換可能な交換用アイテム「ラヴ
ァート金塊」をご入手いただける特別仕様となっております。期間中の累計ログイン日数に応じて、最大 9 日間
分お受け取りいただけますので、ぜひ毎日お受け取りください。
■「GOLDEN ログインボーナス」内容
ログイン日数

アイテム名

1日

「ガチャチケット」×3 個

2日

「金のエリクサー」×5 個

3日

「ガチャチケット」×3 個

4日

「ラヴァート金塊」×1 個

5日

「ラヴァート金塊」×1 個

6日

「ラヴァート金塊」×1 個

7日

「ラヴァート金塊」×1 個

8日

「ラヴァート金塊」×1 個

9日

「ラヴァート金塊」×1 個

■ログインボーナス開催期間
2018 年 4 月 28 日（土）00:00～2018 年 5 月 6 日（日）23:59

2．10 連ガチャが毎日無料！「Spring Bell10 連ガチャ」

11 日間毎日 10 連ガチャに無料でチャレンジ可能！
さらに集めて豪華賞品と交換可能な特典付き！
4 月中に毎日 1 回無料でご利用いただける企画として実施中の「Spring Bell ガチャ」を、GW 特別企画と
して期間延長します。さらに、延長期間中は 10 連ガチャへのパワーアップ版をご利用いただけます。そし
て、ご利用時にはショップにて豪華賞品と交換可能な特別アイテム「Spring Bell」を特典として入手かのう
です。超レアなスキルブックや神竜魂などの豪華賞品とも交換可能ですので、ぜひ毎日ご利用ください。
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■「Spring Bell10 連ガチャ」内容
・期間中、1 日 1 回毎日無料で 10 連ガチャにチャレンジ可能
・ラインナップは「スペシャルガチャ」と同一
※コラボガチャではありません。ご了承ください。
・ご利用 1 回につき特典の「Spring Bell」を
１～５個ランダムで入手可能
・
「Spring Bell」を所定数集めると、ショップにて
GOD キャラクターなどの豪華賞品と交換可能

■開催期間
2018 年 4 月 28 日（土）0:00～2018 年 5 月 8 日（火）23:59

※ショップ内「Spring Bell 交換」設置期間
2018 年 4 月 1 日（日）0:00～2018 年 5 月 15 日（火）13:59

3．2 つのガチャが合体！限定 GOD の大チャンス「ゴッドエヴォリューションガチャ」

なんと！高い人気を誇る強力な限定 GOD キャラ 19 種類が勢揃い！
GOD 出現率 2 倍の「ゴッドエヴォリューションガチャ」登場！
「ゴッドクロニクルガチャ」と「アルテイルエヴォリューションガチャ」の 2 種類が合体した「ゴッドエヴ
ォリューションガチャ」がお祭り期間ならではの限定企画として登場します。ラインナップには「ゴッドクロ
ニクルガチャ限定 GOD キャラクター14 体」と「アルテイルエヴォリューションガチャ限定 GOD キャラクタ
ー5 体」を含む、全 19 体が含まれており、GOD キャラクター&アクセサリの出現確率が 2 倍でご利用いただ
けます。また、10 連ガチャでは UR 以上のキャラクターまたはアクセサリが 1 枚以上確定でご入手いただけ
ます。そして、10 連ガチャをご利用いただくと、一定数集めることで「イベント交換」にて多数の GOD キャ
ラ・アクセと交換可能な「運命の神糸」を 10 連ガチャご利用 1 回につき 1 個ずつご入手いただけます。
■開催期間
2018 年 4 月 28 日（土）0:00～2018 年 5 月 2 日（水）13:59
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4．早い者勝ちの「数量限定」販売！「GOLDENBOX」

全プレイヤー共通！早い者勝ち！
超お値打ちアイテムが詰まった数量限定の「GOLDENBOX」登場!!
超お値打ちアイテムが詰まった「GOLDENBOX」を全プレイヤー共通で「数量限定」販売します。各
BOX の販売個数には上限があり、300 個×3 種類の計 900 個のみの数量限定となっております。お買い求
めの際は 3 種類の BOX のうちランダムでいずれかをご購入いただけます。何度でもご購入可能ですが、
BOX の販売数量には上限がありますのでご注意ください。
■開催期間
2018 年 4 月 28 日（土）0:00～2018 年 5 月 8 日（火）13:59

5．神属性∞スキル入りパックも！2 種類の限定パック登場！「GOLDEN パック」

快適なプレイに役立つアイテムが詰まったパックと強力スキル入りパックも！
2 種類の「GOLDEN パック」登場！
ゴ 2 種類の「GOLDEN パック」をご用意しました。2 種類のアイテムパックのうち、お求めやすい価格の
「GOLDEN パック」には、クエスト P 回復アイテム「虹のエリクサー」や「バトルチケット」など、快適な
プレイに役立つアイテムが詰まっています。そして、もうひとつのアイテムパック「神属性 GOLDEN パッ
ク」には、強力な「神属性∞スキル」がなんと 3 種類も入っているほか、「スキルトレール」や「アビトレー
ル」などのアイテムなども詰まっていますので、ぜひご入手のうえパーティー強化にお役立てください。
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■開催期間
2018 年 4 月 28 日（土）0:00～2018 年 5 月 2 日（水）13:59

6．バトルのたびに手に入る抽選券で豪華景品のチャンス「GOLDEN トーナメント」
抽選でお好きな GOD との交換アイテム「アメイジングチケット」をプレゼント！
特別版トーナメントの「GOLDEN トーナメント」開催！
「GOLDEN トーナメント」開催期間中は、同じエリアのライバルたちとバトルするたびに「GOLDEN 抽
選券」をご入手いただけます。そして、後日行われる抽選にて見事ご当選された方には、用意された交換ライ
ンナップ内のお好きな GOD キャラ・アクセサリと交換可能な、貴重アイテム「アメイジングチケット」をプ
レゼントします。そして、上位入賞者には GOLDEN トーナメント特別版の「エリア称号」のプレゼントに加
え、
「ランキング報酬」でも、超レアスキルブックなどとショップでの交換可能な「ラヴァート金塊」がご入
手いただけますので、ぜひご注目ください。
■開催期間
2018 年 5 月 1 日（火）0:00～2018 年 5 月 6 日（日）23:59

7.超絶ウマウマな名物企画が再び！「GOLDEN ハッピークエスト」

超大量のレアアイテムが劇的にドロップする、まさかの特別クエスト！
新しい月に変わってすぐの 5 月 1 日（火）0:00 から始まる至極の 30 分！
月が変わってすぐの 5 月 1 日（火）0:00 より名物企画として特別なイベントクエスト「GOLDEN ハッピー
クエスト」を GW 特別版として実施します。何度でも挑戦可能なクエストをクリアするたびに、豪華アイテムを
大量にご入手いただけます。今回の GW 特別版は、ドロップアイテムの獲得量が、GOLDEN の名にふさわしく
大幅増量されていますので、ぜひご参加ください。
■開催期間
2018 年 5 月 1 日（火）0:00～0:30

◆「GOLDEN 因果フェス」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/180427-01/
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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/
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