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お好きな相手を選んで特別クエストをクリアすると、
もれなく新 GOD キャラが手に入る！

ブライダルイベント「涙雨に映る Reinheit」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、
6 月 12 日（火）より新 GOD キャラクター4 体が活躍する、ジューンブライドにちなんだ新イベント「涙雨
に映る Reinheit」を開催します。

新 GOD キャラ 4 体が繰り広げるブライダルイベント！
選んだ相手のボイスを楽しめる特別ストーリー！豪華ログボも！
新イベント「涙雨に映る Reinheit」を開始しました。ジューンブライドにちなみ、ドレスやタキシードを身に
纏った姿の新 GOD キャラクター4 体「
【創造のビリキーナ】アカーシャ」
（CV：大内茜さん、イラスト：kgr さ
ん）
、
「
【降魔勇者】ジュダ」
（CV：前野智昭さん）、
「【飾付小姓】ハクテイ」
（CV：中道美穂子さん）、
「【誘掖な
る棘美】アンナローゼ」
（CV：一色まゆさん、イラスト：Genyaky さん）が活躍するイベントです。
新 GOD キャラ 1 体のうち、好きな相手を選んでスペシャルボイスをお楽しみいただけるだけでなく、選んだ
相手キャラをもれなく入手できる特別なストーリークエストをはじめ、豪華アイテムを必ず入手可能なログイン
ボーナス、新 GOD を狙いやすいガチャ、挑戦するたびに GOD 確率が上昇していくガチャ、特別なストーリー
クエスト開放数を増やすことができるアイテムが含まれたアイテムパックなど、盛りだくさんの内容をご用意し
ております。ぜひご参加ください。

【新イベント「涙雨に映る Reinheit」概要】
新イベント「涙雨に映る Reinheit」では以下の内容をお楽しみいただけます。
1. イベントクエスト「涙雨に映る Reinheit」
2. 涙雨に映る Reinheit ログインボーナス
3. Reinheit ガチャ アカーシャ ver.
4. Reinheit 大盤振舞ガチャ
5. Reinheit アイテムパック

1. イベントクエスト「涙雨に映る Reinheit」
■開催期間
2018 年 6 月 12 日（火）16:00～2018 年 7 月 3 日（火）13:59
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■内容
新 GOD キャラクター4 体のそれぞれにちなんだシナリオ付き「ストーリークエスト」と、イベントアイテムを獲
得可能な「探索クエスト」をお楽しみいただけます。
「ストーリークエスト」は、4 体のキャラクターそれぞれにフォ
ーカスした物語です。各キャラクターの「ストーリークエスト第 3 章」のみ開放条件があり、イベントクエストクリ
ア報酬でご入手いただけるイベントアイテム「セレモニーケーキ」4 個を消費することで、4 体のキャラクターのう
ち 1 体にちなんだクエストを選択して開放することができます。
開放したクエストでは、相手として選択したキャラクターのブライダルにちなんだ豪華声優陣によるスペシャルボ
イスをお楽しみいただけるほか、初回クリア報酬として、選択したキャラクターを 1 体ご入手いただけます。魅力あ
ふれる GOD キャラを相手として選び、ハッピーなブライダルストーリーを楽しんだ後は、自パーティの強力な戦力
としてお役立てください。

＜「ストーリークエスト第 3 章」の相手として選択可能な新 GOD キャラクター＞

「【創造のビリキーナ】アカーシャ」

「【降魔勇者】ジュダ」

「
【飾付小姓】ハクテイ」

「
【誘掖なる棘美】アンナローゼ」

（CV：大内茜さん、イラスト：kgr さん）

（CV：前野智昭さん）

（CV：中道美穂子さん）

（CV：一色まゆさん、イラスト：Genyaky さん）

◆イベントクエスト「涙雨に映る Reinheit」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/180612-01/
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2.涙雨に映る Reinheit ログインボーナス

「因果石」や「Reinheit チケット」など豪華アイテム盛りだくさん！
最大 10 日間のログインボーナス実施！
■開催期間
2018 年 6 月 12 日（火）16:00～2018 年 7 月 3 日（火）13:59

■内容
イベント期間中、ログイン日数に応じて最大で 10 日間お受け取りいただける期間限定の豪華ログインボーナスを
実施します。ゲーム内の様々な場面で役立つ「因果石」や、「Reinheit ガチャ」でご利用いただける「Reinheit チケ
ット」など豪華なアイテムをご用意しましたので、ぜひ毎日ログインしてお受け取りください。

■ログインボーナスラインナップ
日程

アイテム名

1 日目

「Reinheit チケット」×3 個

2 日目

「因果石」×100 個

3 日目

金のエリクサー×5 個

4 日目

スキルブック「神技の秘伝」×1 個

5 日目

「Reinheit チケット」×3 個

6 日目

「プラチナコイン」×10 個

7 日目

「因果石」×100 個

8 日目

「金のエリクサー」×5 個

9 日目

スキルブック「究極神技の秘伝」×1 個

10 日目

「Reinheit チケット」×3 個

◆「涙雨に映る Reinheit ログインボーナス」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/180612-01/
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3. Reinheit ガチャ アカーシャ ver.

ブライダル新 GOD キャラクター4 体登場！
新効果「状態異常バリア」を持つアカーシャの出現確率 UP！
■開催期間
2018 年 6 月 12 日（火）16:00～2018 年 7 月 3 日（火）13:59
■内容
新登場のブライダル GOD キャラクター4 体が出現し、新効果「状態異常
バリア」を持つ「
【創造のビリキーナ】アカーシャ」の出現確率が UP した
「Reinheit ガチャ アカーシャ ver.」が登場しました。
さらに、10 連ガチャではスタンプシート特典として「
【創造のビリキー
ナ】アカーシャ」や、超レアスキルブックと交換可能な「ラヴァート短編
集」が手に入ります。
そして、新 GOD キャラクターおよび、新 UR キャラクターはイベントク
エスト「涙雨に映る Reinheit」で特効ボーナスを発揮します。
また、「Reinheit 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」の対象です。対象のキャラクターは本来習得して
いる初期スキル以外に、
「ランダムスキル群」に含まれるスキルのうち 1～2
個ランダムに習得した状態で獲得可能です。
豪華ボイス、美麗イラスト、そして強力な能力を持った、新しいブライダル GOD キャラクターを手に入れるチャ
ンスを、お見逃し無きようご利用ください。
なお、10 連ガチャに限り、「特別枠」にて UR 以上のキャラまたはアクセサリが 1 個確定します。
■ブライダル新 GOD キャラクター
「
【創造のビリキーナ】アカーシャ」
（CV：大内茜さん、イラスト：kgr さん）
「
【降魔勇者】ジュダ」（CV：前野智昭さん）
「
【飾付小姓】ハクテイ」
（CV：中道美穂子さん）
「
【誘掖なる棘美】アンナローゼ」
（CV：一色まゆさん、イラスト：Genyaky さん）
■新効果「状態異常バリア」について
「状態異常バリア」は、キャラクターの状態異常（混乱、麻痺、呪縛、毒、猛毒、黄泉、魅了、冥告、封印）を 1
回無効にすることができます。1 度無効にすると消失しますが、ダメージを防ぐ「バリア」同様に重複が可能です。
■必要因果石
＜初回割引価格＞ 1 連ガチャ：150 個、

10 連ガチャ：1,500 個

＜通常価格＞

10 連ガチャ：3,000 個

1 連ガチャ：300 個、

◆「Reinheit ガチャ アカーシャ ver.」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/180612-03/
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4. Reinheit 大盤振舞ガチャ

挑戦回数に応じて GOD 出現確率 UP！5 回目以降は GOD 確定！
ラインナップにはブライダル新 GOD も！「Reinheit 大盤振舞ガチャ」
■開催期間
2018 年 6 月 12 日（火）16:00～6 月 22 日（金）13:59
■内容
10 連ガチャにチャレンジするたびに「特別枠」の 1 枠からの GOD 出
現確率がどんどんステップアップしていき、ご挑戦回数が 5 回目以降にな
ると「特別枠」からの GOD 出現率が 100％になる大盤振舞ガチャのス
ペシャル版「Reinheit 大盤振舞ガチャ」が登場しました。
イベント「涙雨に映る Reinheit」に対応したスペシャル版ですので、イ
ベントクエストにて特効ボーナスを発揮するブライダル新 GOD キャラク
ター4 体などが出現ラインナップに含まれています。
さらに、チャレンジごとに超レアなスキルブックと交換可能な「ラヴァ
ート短編集」をご入手いただけます。
また、「Reinheit 大盤振舞ガチャ」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」の対象です。対象のキャラクターは
本来習得している初期スキル以外に、
「ランダムスキル群」に含まれるス
キルのうち 1～2 個ランダムに習得した状態で獲得可能です。新キャラク
ターを含む GOD 入手の大チャンスをお見逃しの無きよう、ぜひご利用く
ださい。

■必要因果石
＜1 回目価格＞

10 連ガチャ：1,000 個

＜2 回目価格＞

10 連ガチャ：1,500 個

＜3 回目価格＞

10 連ガチャ：2,000 個

＜4 回目価格＞

10 連ガチャ：2,500 個

＜5 回目以降の価格＞

10 連ガチャ：3,000 個

◆「Reinheit 大盤振舞ガチャ」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/180612-04/
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5. Reinheit アイテムパック

「ストーリークエスト第 3 章」開放用アイテムも！
おひとり様それぞれ 1 個限り！2 種類の豪華アイテムパック登場！
■開催期間
2018 年 6 月 12 日（火）16:00～6 月 29 日（金）13:59
■内容
イベント「涙雨に映る Reinheit」にちなんだアイテムパックが、ショップ内に 2 種類登場しました。
お求めやすい価格の「Reinheit パック」には、キャラクターやアクセサリの強化合成に使用可能な「虹宝玉のカー
バンクル」や、
「Reinheit ガチャ」にチャレンジ可能な「Reinheit チケット」、「コロシアム」でライバルたちとバト
ルするために使用する「バトルチケット」
、そしてクエスト P を全回復するアイテム「虹のエリクサー」が詰まって
います。
また、豪華アイテムパック「セレモニーケーキパック」には、4 個消費することで「ストーリークエスト第 3 章」
を開放して「スペシャルボイス」をお楽しみいただけるうえ、
「ブライダル新 GOD キャラクター」1 体をご入手い
ただける「セレモニーケーキ」×4 個と、スペシャルガチャにご挑戦いただける「ガチャチケット」×10 個が詰ま
った豪華なアイテムパックです。お 1 人様それぞれ 1 回限りご購入いただけますので、お見逃しの無きようご利用
ください。
■必要因果石
＜Reinheit パック＞

300 個

＜セレモニーケーキパック＞

6,666 個

◆「Reinheit アイテムパック」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/180612-05/

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
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[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。

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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