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絆ダンジョンに「水の地下鉱洞」登場！
さらに、フォロワー1 万人を突破記念キャンペーン開催！
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、
8 月 14 日（火）にマルチプレイ型バトル「絆ダンジョン」の「メインダンジョン」に「水の地下鉱洞」が登
場しました。また、同日より「アルクロ公式 Twitter」のフォロワー1 万人突破を記念した豪華キャンペーン
を開催した事をお知らせします。

「絆ダンジョン」内に「水の地下鉱洞」追加！
専用アイテムは新チャットスタンプなどの豪華アイテムと交換可能！
マルチプレイ型バトル「絆ダンジョン」の「メインダンジョン」に水属性ダンジョン「水の地下鉱洞」を追加
しました。報酬として、豪華アイテムと交換できる「水のエレメント」や、
「水属性のアビリティブック」が手に
入ります。さらに「光の地下鉱洞」、
「闇の地下鉱洞」の報酬にも対応した属性「アビリティブック」の追加など
のアップデートを行いました。また、
「絆ダンジョン交換」内に、GOD キャラクターを覚醒させることの出来る
「万神鏡」や、新錬金用ブックの「エレメントレシピ 水」、そして、新チャットスタンプなど豪華アイテムを追
加しましたので、ぜひ手に入れてパーティ強化等にお役立てください。

【水属性ダンジョン「水の地下鉱洞」概要】
■登場日時
2018 年 8 月 14 日（火）16：00
■内容
「絆ダンジョン」内「メインダンジョン」に水属性ダンジョン「水の地下鉱洞」
が新たに登場しました。
「水の地下鉱洞」は、「ホーム画面」内、「バトル」の
「絆ダンジョン」内の「メインダンジョン」より参加できます。また、
「水の地
下鉱洞」で入手できる「水のエレメント」は、その他の「メインダンジョン」で
入手できる「光のエレメント」、
「闇のエレメント」とあわせることで、
「ギルド
チャット」や「絆ダンジョン」、
「レーティングバトル」などでご活用いただける
3 種類の「新チャットスタンプ」や、GOD キャラクターを覚醒させることの出
来る「万神鏡」
、新錬金用ブックの「エレメントレシピ 水」などと交換すること
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が出来ます。なお、「水の地下鉱洞」をオーナーとしてプレイするためには、ア
イテム「絆チケット」が必要です。

■新チャットスタンプ

「ヤバッ…!!【エテルニス】」

「ムキー!!【アリシア】
」

「俺一人で【ムスタファ】
」

◆水属性ダンジョン「水の地下鉱洞」登場に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/180814-01/

アルクロ公式 Twitter のフォロワー1 万人突破記念！
3 種類の豪華キャンペーンを開催！
このたびアルクロ公式 Twitter のフォロワーが 1 万人を突破しました。フォロワーが 1 万人突破という節目
を迎えたことを記念し、豪華キャンペーンを開催しました。GOD キャラクターが∞スキルを習得済みの状態で
1 体確定の「フォロワー1 万人突破記念ガチャ」をはじめ、超お値打ちアイテムが大量に詰まった 3 種類のアイテ
ム BOX「フォロワー1 万人突破記念 BOX」、
「火・水・木・光･闇属性」の万神鏡などが詰まった「フォロワー1 万人
突破記念パック」など、見逃せない企画ばかりですのでぜひご注目ください。

【「公式 Twitter フォロワー数 10,000 人突破キャンペーン」概要】
1. 「フォロワー1 万人突破記念ガチャ」
2. 「フォロワー1 万人突破記念 BOX」
3. 「フォロワー1 万人突破記念パック」
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1. 「フォロワー1 万人突破記念ガチャ」

出現する GOD キャラは最高レアリティの∞スキルを習得済み！
GOD1 体確定！「フォロワー1 万人突破記念ガチャ」開催！
■開催期間
2018 年 8 月 14 日（火）16:00～8 月 17 日（金）13:59

■内容

アルクロ公式 Twitter のフォロワー1 万人突破を記念し、
「フォロワー1 万人突破記念ガチャ」を開催しま
す。
「フォロワー1 万人突破記念ガチャ」は期間中、何度でもご利用いただける 10 連ガチャで、UR 以上のキ
ャラクターが必ず出現し、なおかつ特別枠にて GOD キャラクターが 1 体確定で出現します。さらに出現した
GOD キャラクターは全て∞スキルを習得済みです。UR キャラクターも一定確率で∞スキルを習得済みで入手
できます。パーティを強化する大チャンスのこの機会をお見逃し無きようご利用ください。
■必要因果石
10 連ガチャ：10,000 個

◆「フォロワー1 万人突破記念ガチャ」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/180814-02/

2. 「フォロワー1 万人突破記念 BOX」

売り切れ御免のアイテム詰め合わせ！
3 種類の豪華 BOX！「フォロワー1 万人突破記念 BOX」販売！
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■開催期間
2018 年 8 月 14 日（火）16:00～8 月 17 日（金）13:59
■内容
超お値打ちアイテムが大量に詰まった 3 種類のアイテム BOX「フォロワー1 万人突破記念 BOX」を 500 個×3
種類の計 1,500 個の「数量限定」で販売します。お買い求めの際には 3 種類の BOX からランダムで 1 種類入手で
きます。3 種類のうちの 1 つ『フォロワー1 万人突破記念 BOX「強化」』BOX 内に入っている「ゴッドレシピ」につ
きましては、先日行われたブック錬金のラインナップ更新にて、内容の更新が実施されたばかりですので、ぜひご活
用ください。

◆「フォロワー1 万人突破記念 BOX」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/180814-03/

3. 「フォロワー1 万人突破記念パック」

GOD キャラの覚醒アイテムがセットで手に入る超豪華アイテムパック！
「フォロワー1 万人突破記念パック」登場！
■開催期間
2018 年 8 月 14 日（火）16:00～8 月 17 日（金）13:59
■内容
お 1 人様 1 個限定で、
「火・水・木・光･闇属性」それぞれの万神鏡などが詰まった「フォロワー1 万人突破記念パ
ック」を販売します。GOD キャラクターの覚醒にぜひご活用ください。パック内にはその他、パーティ編成や強化の
際に必要な「グラン」に加えて、「虹宝玉のカーバンクル」や「虹のエリクサー」も含まれています。GOD キャラク
ターを覚醒させる大チャンスのこの機会をお見逃し無きようご利用ください。

◆「フォロワー1 万人突破記念パック」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/180814-04/

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。
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■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、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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