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前野智昭さん演じる「【降魔勇者】ジュダ」の出現確率 UP！

「Reinheit ガチャ ジュダ ver.」登場！
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、6 月 15 日（金）より
人気声優の前野智昭さんが演じる、最高レアリティ「GOD」のキャラクター「【降魔勇者】ジュダ」の出現確率
がアップした「Reinheit ガチャ ジュダ ver.」が登場しました。他にも GOD 出現確率が 2 倍かつ、日替わりで
限定キャラ 2 体の出現確率がアップするうえに、さらに毎日初回割引価格が適用される「アルテイルエヴォリュ
ーションガチャ」が登場したことをお知らせします。

「【降魔勇者】ジュダ」（CV：前野智昭さん）の出現率アップ！
スタンプシートでも入手可能！イベントクエストで特効ボーナスあり！
開始したばかりのブライダルイベントクエスト「涙雨に映る Reinheit」にて特効ボーナスを発揮するブライダ
ル GOD キャラクター全 4 種のうち、
「
【降魔勇者】ジュダ」
（CV：前野智昭さん）の出現率がアップしたガチャ
が登場しました。「
【降魔勇者】ジュダ」は、
「連鎖」効果によって木属性の味方 3 体を高確率で HP50%の状態
での蘇生をさせることができる強力なアビリティなど、非常に高いボテンシャルを誇るキャラクターです。
さらに、10 連ガチャをご利用時には、スタンプシート特典として「
【降魔勇者】ジュダ」や超レアスキルブッ
クと交換可能な「ラヴァート短編集」の入手チャンスをご用意しております。クエストやバトルでの大活躍が見
込めるキャラクターの入手を狙いやすいこの機会をお見逃しなくご利用ください。
●ブライダル GOD キャラクター全 4 種
「
【降魔勇者】ジュダ」（CV：前野智昭さん）
「
【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）
「
【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）

【「Reinheit ガチャ ジュダ ver.」概要】
■開催期間
2018 年 6 月 15 日（金）16:00～2018 年 7 月 3 日（火）13:59
■内容
出現するブライダル GOD キャラクター4 体のうち「
【降魔勇者】ジュダ」（CV:前野智昭さん）の出現確率が UP
し、スタンプシート特典としてもご入手いただける機会が用意された、ブライダルイベント対応ガチャで、以下の特長
にてご利用いただけます。
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＜特長＞
・出現する GOD のラインナップはブライダル GOD キャラクターの 4 体とブライダル GOD アクセサリ 2 種のみ
で、その中でも「
【降魔勇者】ジュダ」の出現確率が UP しています。
・出現するブライダル GOD キャラクター4 体はイベントクエスト「涙雨に映る Reinheit」にて特効ボーナスを発揮
します。
・10 連ガチャをご利用いただくと、スタンプ特典として「【降魔勇者】ジュダ」もしくは超レア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。
・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。
・
「ランダムスキル群」の対象ガチャです。出現した UR 以上のキャラクターの空きスキル枠に、ランダムで特別なス
キル 1～2 個を習得した状態でご入手いただけます。
■出現確率が UP しているブライダル GOD キャラクター

「
【降魔勇者】ジュダ」（CV：前野智昭さん）

■その他ブライダル GOD キャラクター

「
【誘掖なる棘美】アンナローゼ」

「【創造のビリキーナ】アカーシャ」

「
【飾付小姓】ハクテイ」

（CV：一色まゆさん、イラスト：Genyaky さん）

（CV：大内茜さん、イラスト：kgr さん）

（CV：中道美穂子さん）
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■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 ジュダ ver.」に関する詳細 URL https://www.alchro.jp/news/180615-01/

日替わりで限定キャラ 2 体の出現確率が UP！さらに毎日初回割引価格適用！

GOD 確率 2 倍！「アルテイルエヴォリューションガチャ」登場！
GOD 出現確率 2 倍でご利用いただける、「アルテイルエヴォリューションガチ
ャ」が登場しました。今回は、特殊な力「潜在アビリティ」を持つなど、高い能力を
誇るアルテイルエヴォリューション限定 GOD キャラクター全 8 種のうち、日替わ
りで毎日 2 体の出現確率がアップします。さらに、出現確率がアップするキャラク
ターが切り替わるタイミングで毎日初回割引価格が適用されますので、毎日初回は半
額でご利用いただけます。強力なキャラクター達をパーティ強化にお役立てくださ
い。
●アルテイルエヴォリューション限定 GOD キャラクター全 8 種
「【光の巫女】ユーナ」（CV:堀江由衣さん）
「【轟機操者】イリーナ」（CV:大内茜さん、イラスト:kgr さん）☆「転神」可能
「【難攻不落】アスピダ」（CV:藤田曜子さん、イラスト:ぽぽるちゃさん）
「【人造魔導】アルマレース」（CV:珠宮夕貴さん、イラスト:kgr さん）
「【忠実な実行者】スクワイア」（CV:一色まゆさん、イラスト:音楽ナスカさん）☆「転神」可能
「【闇の巫女】アザミ」（CV:矢作紗友里さん）
「【麗樹の守護者】フレア」（CV:新田ひよりさん、イラストぽぽるちゃさん）
「【叡智感興の竜帝】リティル」（CV:水橋かおりさん、イラスト:kgr さん）☆「転神」可能

【「アルテイルエヴォリューションガチャ」概要】
■開催期間
2018 年 6 月 15 日（金）16:00～～2018 年 6 月 19 日（火）13:59
■内容
GOD 出現確率が 2 倍で、特殊な力「潜在アビリティ」を持つ限定 GOD キャラクターが一定確率で出現するガチャ
で、以下の特長にてご利用いただけます。
Copyright © 2018 CORE EDGE All Rights Reserved.

プレスリリース

2018/06/15
株式会社コアエッジ
東京都品川区東大井 5-26-22 エクシズビル 8F

＜特長＞
・
「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8 体、アクセサリ 6 体）を含む、GOD の出現
確率が通常ガチャの 2 倍です。
・今回の開催では、開催期間中、日替わりで毎日 16:00 に「アルテイルエヴォリューションガチャ」限定 GOD キャ
ラクターのうち、選ばれた 2 体の出現確率がアップします。
・今回の開催では、毎日 16:00 に、初回割引価格が適用されます。
・すべての限定 GOD キャラクターは通常アビリティだけでなく、もう一つのアビリティ「潜在アビリティ」に対応し
ています。また、一定確率で「潜在アビリティ」解放済みの状態で出現することもあります。
・一部の限定 GOD キャラクターは「転神」システムによって容姿を変化させ、バトルで強力な能力を発揮することが
可能です。
・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。
・
「ランダムスキル群」の対象ガチャです。出現した UR 以上のキャラクターの空きスキル枠に、ランダムで特別なス
キル 1～2 個を習得した状態でご入手いただけます。

■1 日目に出現確率がアップするアルエヴォ限定 GOD キャラクター

【光の巫女】ユーナ（CV:堀江由衣さん）

【轟機操者】イリーナ（CV:大内茜さん、イラスト:kgr さん）

【開催期間】
1 日目：2018 年 6 月 15 日（金）16:00～2018 年 6 月 16 日（土）15:59

■2 日目に出現確率がアップするアルエヴォ限定 GOD キャラクター

【難攻不落】アスピダ（CV:藤田曜子さん、イラスト:ぽぽるちゃさん）

【人造魔導】アルマレース（CV:珠宮夕貴さん、イラスト:kgr さん）

【開催期間】
2 日目：2018 年 6 月 16 日（土）16:00～2018 年 6 月 17 日（日）15:59

■3 日目に出現確率がアップするアルエヴォ限定 GOD キャラクター

【忠実な実行者】スクワイア（CV:一色まゆさん、イラスト:音楽ナスカさん）

【闇の巫女】アザミ（CV:矢作紗友里さん）

【開催期間】
3 日目：2018 年 6 月 17 日（日）16:00～2018 年 6 月 18 日（月）15:59
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■4 日目に出現確率がアップするアルエヴォ限定 GOD キャラクター

【叡智感興の竜帝】リティル（CV:水橋かおりさん、イラスト:kgr さん）

【麗樹の守護者】フレア（CV:新田ひよりさん、イラストぽぽるちゃさん）

【開催期間】
4 日目：2018 年 6 月 18 日（月）16:00～2018 年 6 月 19 日（火）13:59

■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、

◆「アルテイルエヴォリューションガチャ」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/180615-02/

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。
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●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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