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水着新 GOD キャラをクエストクリアだけでゲット可能！
夏イベント「常夏トロピカルサマー」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、
7 月 31 日（火）より夏イベント「常夏トロピカルサマー」を開催することをお知らせします。

新登場の水着っ娘たちが繰り広げる夏の物語をお届け！
ストーリークエストクリアで新水着 GOD キャラをゲット！豪華ログボも実施！
新イベント「常夏トロピカルサマー」を開始しました。夏にちなみ、水着姿の新 GOD キャラクター「【憩いの
お忍び歌姫】キリュウ」
（CV：畑中万里江さん、イラスト：rioka さん）、「【燦々風雅の舞姫】エスターシャ」
（CV：疋田涼子さん、イラスト：kgr さん）
、
「
【朱夏妹勇】ナロア」
（CV：宮崎水希さん、イラスト：kgr さん）
が活躍するイベントです。
「ストーリークエスト」では新キャラクターがそれぞれが繰り広げる、夏の日を舞台に
した物語をお楽しみいただけます。
3 種中 2 種のキャラクターにつきましては、所定の開放条件をクリアすることで「ストーリークエスト第 3
章」をプレイ可能です。さらに、第 3 章の初回クリア報酬として、選択したストーリーに登場するキャラクター
を 1 体ご入手いただけます。

【夏イベント「常夏トロピカルサマー」概要】
イベント「常夏トロピカルサマー」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「常夏トロピカルサマー」
2. 常夏トロピカルサマーログインボーナス
3. トロピカルドロップガチャ

1. イベントクエスト「常夏トロピカルサマー」
■開催期間
2018 年 7 月 31 日（火）16:00～9 月 11 日（火）13:59

Copyright © 2018 CORE EDGE All Rights Reserved.

プレスリリース

2018/07/31
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

■内容
新たに追加された水着姿の新 GOD キャラクターそれぞれのシナリオ付き「ストーリークエスト」と「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」では、新キャラクターそれぞれのとある夏の日を描いた物語を
お楽しみいただけます。
「ナロア」を除くキャラクターは、「ストーリークエスト第 3 章」までお楽しみいただけます
が、
「第 3 章」には開放条件があり、イベントアイテム「夏の手形」を 1 個消費することで開放できます。
「夏の手形」
を消費して開放したクエストには、期間中何度でもご挑戦いただけます。そして、
「ストーリークエスト第 3 章」は、
初回クリア報酬として、選択したストーリーに登場するキャラクターを 1 体ご入手いただけます。なお、8 月 10 日
（金）に新たなキャラクターの「ストーリークエスト」追加を予定しておりますのでこちらもご期待ください。

■新 GOD キャラクター

「【憩いのお忍び歌姫】キリュウ」

「【燦々風雅の舞姫】エスターシャ」

「
【朱夏妹勇】ナロア」

（CV：畑中万里江さん、イラスト：rioka さん）

（CV：疋田涼子さん、イラスト：kgr さん）

（CV：宮崎水希さん、イラスト：kgr さん）

2. 常夏トロピカルサマーログインボーナス

「因果石」や「トロピカルチケット」など豪華アイテム盛りだくさん！
最大 10 日間の豪華ログインボーナス実施！
■開催期間
2018 年 7 月 31 日（火）16:00～9 月 11 日（火）13:59
■内容
イベント期間中の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、
「トロピカルガチャ」でご利用可能な「トロピカルチケ
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。
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■ログインボーナスラインナップ
日程

アイテム名

1 日目

「トロピカルチケット」×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

「トロピカルチケット」×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

「トロピカルチケット」×3 個

3. トロピカルドロップガチャ

新要素登場！イベントアイテムを集めてガチャを回そう！
レアな GOD アクセサリやレアスキルブックを入手可能！
■開催期間
2018 年 7 月 31 日（火）16:00～9 月 11 日（火）13:59
■内容
イベントクエスト「常夏トロピカルサマー」で手に入る「トロピカルドロップ」を使用してご利用いただけるガチ
ャが「トロピカルドロップガチャ」です。一定数までチャレンジすることで、出現ラインナップ内のすべてのアイテ
ムをご入手いただける形式の「BOX ガチャ」となっており、
「【思い出のままに】エキドウナパスト」を目玉アイテ
ムとして入手可能です。なお、「【思い出のままに】エキドウナパスト」の入手上限数は 5 個となっており、上限まで
ご入手いただいた後は、
「【才能の探求者】 アルカナ」を入手可能です。イベントクエストでたっぷり遊びながら、
目玉アイテムをぜひご入手ください。

◆夏イベント「常夏トロピカルサマー」に関する詳細 URL https://www.alchro.jp/news/180731-01/
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水着姿の新 GOD キャラクター2 種がピックアップされて狙いやすく！
おまけの「パラダイスブック」を集めると別の新 GOD キャラなどと交換可能！
新登場の水着 GOD キャラクター「
【憩いのお忍び歌姫】キリュウ」
（CV：畑中万里江さん、イラスト：rioka
さん）と、
「
【燦々風雅の舞姫】エスターシャ」
（CV：疋田涼子さん、イラスト：kgr さん）の 2 体が出現 GOD
キャラクターとしてピックアップされた「トロピカルガチャ」が登場しました。10 連ガチャをご利用いただだ
いた際にはおまけとして「パラダイスブック」をご入手いただけます。
「パラダイスブック」を集めると、新登場
の水着 GOD キャラクター「
【朱夏妹勇】ナロア」
（CV：宮崎水希さん、イラスト：kgr さん）をはじめとした豪
華特典と交換可能です。

【「トロピカルガチャ」概要】
■開催期間
2018 年 7 月 31 日（火）16:00～2018 年 9 月 11 日（火）13:59
■内容
新登場の水着 GOD キャラクター2 体「
【憩いのお忍び歌姫】キリュ
ウ」
（CV：畑中万里江さん、イラスト：rioka さん）および「【燦々風
雅の舞姫】エスターシャ」（CV：疋田涼子さん、イラスト：kgr さ
ん）が出現 GOD キャラクターとしてピックアップされ、特典を集め
ることで「
【朱夏妹勇】ナロア」（CV：宮崎水希さん、イラスト：kgr
さん）を入手可能なガチャで、以下の特長にてご利用いただけます。
＜特長＞
・出現するのは新 GOD キャラクター「キリュウ」および「エスター
シャ」をはじめとした GOD キャラクターおよびアクセサリ各 2 種、
および UR キャラクターおよびアクセサリ各 2 種はすべて新登場で、
他の GOD および UR は出現ラインナップに含まれない、初登場キャ
ラクターおよびアクセサリを狙いやすいガチャです。
・10 連ガチャご利用時に、特典として「パラダイスブック」を 1～5
個の間のランダムにてご入手いただけます。
・
「パラダイスブック」をたくさん集めると、本ガチャからは出現しな
い、新 GOD キャラクター「ナロア」をはじめとした豪華アイテムと
交換することが可能です。
・出現する GOD および UR のキャラクターおよび、「パラダイスブック」で交換可能な GOD キャラクター「ナロ
ア」はイベントクエスト「常夏トロピカルサマー」で特効ボーナスを発揮します。
・10 連ガチャに限り、「特別枠」にて UR 以上のキャラクターまたはアクセサリが 1 個確定します。
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・「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。

■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

◆「トロピカルガチャ」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/180731-02/

出現する GOD キャラクターは神属性の水着 GOD キャラ 2 体のみ！
2 体は新たにアビリティが限界突破が可能に！
本格的な夏到来にちなみ、神属性水着 GOD キャラクター2 種「【遊夏の巫女】アヴニール」（CV：藤田咲さ
ん）と「
【遊夏の巫女】オージェ」
（CV：山本希望さん）
、および GOD アクセサリ 5 種がピックアップされた
「サマーピックアップガチャ #1」がスタートしました。ピックアップされたキャラクターやアクセサリは、新
たに限界突破や神格化に対応し、活躍の場が広がっています。新たな力を得た強力なキャラクターやアクセサリ
をご入手いただき、パーティ強化にお役立てください。

【「サマーピックアップガチャ #1」概要】
■開催期間
2018 年 7 月 31 日（火）16:00～8 月 10 日（金）13:59
■内容
神属性の水着 GOD キャラクター「【遊夏の巫女】アヴニール」
（CV：藤田咲さん）および「【遊夏の巫女】オージ
ェ」
（CV：山本希望さん）と、GOD アクセサリ 5 種がピックアップされたガチャで、以下の特長にてご利用いただ
けます。
＜特長＞
・出現する GOD キャラクターは「アヴニール」と「オージェ」の 2 種です。この度 2 種共にアビリティの「限界
突破」に対応し、さらなる強化が可能になりました。
・出現する GOD アクセサリは 5 種です。この度 5 種すべてが「神格化」に対応し特殊能力が大幅に強化されまし
た。
・10 連ガチャに限り、「特別枠」にて UR 以上のキャラクター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。
■出現する GOD キャラクター
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【遊夏の巫女】アヴニール（CV：藤田咲さん）

【遊夏の巫女】オージェ（CV：山本希望さん）

■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

◆「サマーピックアップガチャ#1」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/180731-03/

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
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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、15 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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