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毎日 10 連ガチャを無料で利用可能！他にも豪華企画満載！

「300 万 DL 突破記念キャンペーン」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、略称：アルクロ）
』にて、
5 月 23 日（水）0:00 より「300 万 DL 突破記念キャンペーン」を開始したことをお知らせします。

10 連ガチャ毎日無料企画や、全員参加の「記念 BINGO」など
日ごろの感謝の気持ちを込めた豪華企画が盛りだくさん！
プレイヤー数増加により、日々たくさんのプレイヤーで大賑わいの「アルテイルクロニクル」が 300 万ダウ
ンロードを突破しました。300 万ダウンロード突破という節目を迎えたことを記念し、日ごろの感謝の気持ち
を込めた豪華報酬が盛りだくさんの記念イベントを多数開始しました。期間中毎日 1 回 10 連ガチャに無料で
チャレンジしていただける「300 万 DL 突破記念無料 10 連ガチャ」をはじめ、全プレイヤー参加の新企画「300
万 DL 突破記念 BINGO」
、特別ラインナップのガチャかつスタンプ特典として限定新 SSS スキル入手チャンス
の「300 万 DL 突破記念スタンプガチャ」
、そして期間中毎日神格化の素材を入手可能な「300 万 DL 突破記
念デイリーミッション」など、見逃せない企画ばかりです。さらに、
「300 万 DL 突破記念」を祝う豪華企画は、
他にも今後続々と実施していきますのでぜひご注目ください。

【「300 万 DL 突破記念キャンペーン」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。
1. 期間中、毎日 10 連ガチャに無料で挑戦可能！
「300 万 DL 突破記念無料 10 連ガチャ」
2. すべてのマスの「CLEAR」を目指そう！「300 万 DL 突破記念 BINGO」
3. 限定 SSS スキルがスタンプ特典に！「300 万 DL 突破記念スタンプガチャ」
4. 毎日神格化素材の「3 種の器」をゲット！「300 万 DL 突破記念デイリーミッション」
※他の企画も続々追加を予定しています。内容や期間はゲーム内のお知らせや
公式 Twitter（https://twitter.com/alchro_official）等で随時お知らせします。

■開催期間
2018 年 5 月 23 日（水）0:00～6 月 12 日（火）23:59
※企画内容ごとに実施期間が異なります。

◆「300 万 DL 突破記念キャンペーン」に関する詳細 URL https://www.alchro.jp/news/180523-01/
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1．毎日 10 連ガチャに無料で挑戦可能！「300 万 DL 突破記念無料 10 連ガチャ」

1 日 1 回 10 連ガチャが無料！
最大 7 日間でなんと 70 連分のチャレンジが可能！
300 万ダウンロード突破を記念して、毎日 10 連ガチャに 1
回無料でチャレンジできる「300 万 DL 突破記念 10 連ガチャ」
が登場しました。5 月 23 日（水）0:00 から 5 月 29 日（火）
23:59 までの 7 日間、毎日 1 日 1 回 10 連ガチャを無料でご利
用いただけます。最高レアリティの GOD キャラクターや、GOD
アクセサリが入手できるチャンスですので毎日お忘れの無きよう
ご利用ください。

■開催期間
2018 年 5 月 23 日（水）0:00～5 月 29 日（火）23:59

2．すべてのマスの「CLEAR」を目指そう！「300 万 DL 突破記念 BINGO」

全プレイヤー参加型の豪華企画！「300 万 DL 突破記念 BINGO」
達成したライン数に応じて豪華報酬が！
全プレイヤー参加型の新企画「300 万 DL 突破記念 BINGO」がスタートしました。達成したライン数に応じて、
報酬に沿った企画が後日行われるうえ、全てのラインをクリアすると、「BINGO」期間終了後、次回開催の「精神と
刻の闘技場」で出現するバトルスペシャルラッキーの「出現確率が 2 倍」になります。バトルスペシャルラッキーか
ら手に入る「スキルブック」は集めて合成することで強力な「∞スキル」まで進化することが出来ますのでパーティ
ーの強化のまたとないチャンスです。力を合わせて「BINGO」マスすべてのクリアを狙ってください。
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■開催期間
2018 年 5 月 23 日（水）0:00～6 月 12 日（火）23:59

3．限定 SSS スキルがスタンプ特典に！「300 万 DL 突破記念スタンプガチャ」

稀少なイベント「GOD」が特別に集結したラインナップが出現！
スタンプシート特典では「限定 SSS スキル」を手に入れるチャンス！
300 万ダウンロード突破にちなんだ「限定 SSS スキル」をスタンプシート特典としてご入手いただくチャンスの
「300 万 DL 突破記念 10 連スタンプガチャ」が登場しました。ガチャラインナップの UR 以上のキャラクターと
アクセサリは、現在登場中の「スペシャルガチャ」のラインナップに含まれていない、イベント「Cat&Release」
「Holy White Chronicle」「戌神招来」「Saint Valentine」「魔法少女は微笑まない」「桜花爛漫夢祭」で活躍し
た GOD キャラクターや UR キャラクターたちが 300 万ダウンロード突破を記念して特別に集結したラインナップ
でご利用いただけます。貴重な機会をお見逃しの無きようご利用ください。

■開催期間
2018 年 5 月 23 日（水）0:00～6 月 1 日（金）13:59

4．毎日神格化素材の「3 種の器」をゲット！「300 万 DL 突破記念デイリーミッション」

「デイリーミッション」クリアで貴重な神格化素材を毎日ゲット！
合計なんと 21 個！パーティーの大幅強化に活用可能！
期間限定にて 3 種類の豪華「デイリーミッション」をご用意しました。なんと、期間中毎日、「デイリーミッショ
ン報酬」として神格化素材にご利用いただける 3 種の器、
「戦神の器」「闘神の器」
「競神の器」が手に入ります。期
間中全てのミッションをクリアすると「3 種の器」がなんと 21 個ご入手いただけます。ぜひ毎日「デイリーミッシ
ョン」をクリアし、豪華報酬をパーティーの大幅強化にお役立てください。

■開催期間
2018 年 5 月 23 日（水）0:00～6 月 12 日（火）13:59

◆「300 万 DL 突破記念キャンペーン」に関する詳細 URL https://www.alchro.jp/news/180523-01/
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アルクロプレイのコツを動画で楽しく詳しくご紹介！
動画コンテンツ「アルクロ LvUP 講座」がスタート！

「アルテイルクロニクル」を始めたばかりのビギナー向けコンテンツとして、アルクロ公式生放送「アルク
ロちゃんねる」にて司会を務める「タキ」とアルクロ界のマスコット「闇商人ショージィ」が、アルクロを基
本から動画でわかりやすく解説する「アルクロ LvUP 講座」の公開を開始しました。ゲーム内「お知らせ」に
新設されたボタンからご視聴いただけます。また、YouTube から直接ご視聴いただくことも可能ですのでぜ
ひご視聴ください。
この度の「アルクロ LvUP 講座」公開にあたり、特別ミッション実施します。対象動画をご視聴いただくだ
けで報酬をご入手いただけますのでお気軽にご参加ください。

【「アルクロ LvUP 講座」概要】
■期間
2018 年 5 月 23 日（水）17:30 より視聴可能
■内容
アルクロの遊び方のコツを解説する動画コンテンツ「アルクロ LvUP 講座」をご用意しました。これから本格的に
始めていただく方や、今まで楽しんでいただいている方へ、「強くなるためのポイント」をお伝えします。なお、講
座は今後、随時新バージョンを公開していきます。公開情報など、最新のトピックはゲーム内の「お知らせ」および
「公式 Twitter」や「闇商人ショージィの Twitter」にて随時お知らせします。
＜出演＞
MC：タキ
マスコット：闇商人ショージィ
＜アルテイルクロニクル公式チャンネル URL＞
https://www.youtube.com/channel/UC8YiYoxJ8rI4sbVWRDq1jlA/featured
■特別企画
「アルクロ LvUP 講座」公開にあたってのお祭り企画として、
「アルクロ LvUP 講座」にて紹介されている「5 種類
のアクセサリ」が詰まった「ルーキーアクセサリパック」をご入手いただけるミッションをゲーム内に追加しまし
た。
「アルクロ LvUP 講座」を視聴するだけでご達成いただけるミッションで、ビギナー以外の方もミッション達成
可能です。

◆「アルクロ LvUP 講座」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/180523-02/
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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/

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
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