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オンラインカードゲームの原点「アルテイル」の
新作アプリ『アルテイル NEO』

クローズドβテスト開始！
さらに YouTube 動画投稿キャンペーン開始！
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、今夏にサービス開始を予定しているスマ
ートフォン向けアプリ『アルテイル NEO』のクローズドβテストを開始いたしました。さらに、
「YouTube 動画投稿キャンペーン」などのイベントを開催いたします。また併せて、公式サイトデザイ
ン「闇の精霊」ver を公開しましたことをお知らせいたします。

アルテイル NEO クローズドβテスト開始！
今夏にサービス開始を予定しているスマートフォン向けアプリ『アルテイル NEO』にて、
8 月 28 日（火）
12:00 より、クローズドβテストを開催いたしました。本クローズドβテストは、
「みんなで創るアルテイ
ル」をコンセプトにしており、
『アルテイル NEO』ではご参加いただきました皆様と共によりよいゲーム環
境を作っていきたいと考えております。また、本クローズドβテストでは、
「みんなで意見を Twitter に投
稿しよう！」
「みんなでミッションを達成してプレゼントを増やそう！」
「みんなで CBT プレイ動画を投稿
しよう！」
「みんなでイベントを楽しもう！」
「ランキングで名を残そう！」の５つの取り組みを行いますの
で、是非ご参加ください。
＜CBT 実施期間＞
2018 年 8 月 28 日（火）12:00～9 月 6 日（木）11:59
アルテイル NEO クローズドβテストページ https://alteilneo.com/news/info_article8/?PR01

Copyright © 2018 CORE EDGE All Rights Reserved.

プレスリリース

2018/08/28
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

■みんなで意見を Twitter に投稿しよう！

『アルテイル NEO』のクローズドβテストでは、ご参加いただきました皆様と共によりよいゲーム環境
を作るため、皆様のご意見ご要望を募集しております。Twitter にてハッシュタグ「#みんなで創るアルテ
イル」をつけて、ご意見ご要望をいただきました皆様に抽選でアルテイルグッズをプレゼントするキャンペ
ーンを実施いたします。たくさんのご意見ご要望をお待ちしております。
＜プレゼントキャンペーン対象期間＞
2018 年 8 月 28 日（火）12:00～2108 年 9 月 6 日（木）23:59
＜プレゼント内容＞
アルテイル複製原画：50 名様
さらに「みんなでミッションを達成してプレゼントを増やそう！」キャンペーンでプレゼント追加！

■みんなでミッションを達成してプレゼントを増やそう！
『アルテイル NEO』のクローズドβテストでは、ミッションを達成した人数により「みんなで意見を
Twitter 上に投稿しよう！」でもらえるプレゼントが増加いたします。みんなで、ミッションを達成しより
豪華なプレゼントをゲットしよう！
＜ミッション内容＞
ミッション１：プレイヤー100 人がレベル１０達成
ミッション２：プレイヤー300 人がレベル１０達成
ミッション３：プレイヤー600 人がレベル１０達成
ミッション４：プレイヤー1000 人がレベル１０達成
《ミッション達成で増えるプレゼント内容》
ミッション 1：特製「アイギナ」スマホスタンド（5 名様）
ミッション 2：アルテイル複製原画 3 枚セット（30 名様）
ミッション 3：特製マグカップ（10 名様）
ミッション 4：？？？？？
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■みんなでクローズドβテストプレイ動画を投稿しよう！

『アルテイル NEO』は、クローズドβテストをプレイした動画を投稿することで、合計 30 名のお客様
に、
「GooglePlay カード」または「iTunes カード」がもらえる「YouTube 動画キャンペーン」を開催い
たしました。
『アルテイル NEO』のクローズドβテストのプレイ動画を投稿して豪華賞品を手に入れよう！
＜開催期間＞
2018 年 8 月 28 日（火）12:00～2108 年 9 月 11 日（火）23:59
＜応募方法＞
Step１：アルテイル NEO 公式 Twitter をフォローする
Step2：YouTube へ動画を投稿
Step３：Twitter に Youtube で投稿した動画のリンクとハッシュタグ「みんなで創るアルテイル」をつけ
て投稿
アルテイル NEO 公式 Twitter（@alteilneo）
：https://twitter.com/alteilneo
＜プレゼント内容＞
GM 賞：『アルテイル NEO』の GM が選んだ動画を投稿してくれた 10 名の方に「GooglePlay カード」
または「iTunes カード」1 万円分をプレゼント
応募者から抽選：
「動画投稿キャンペーン」
にご参加いただいた方の中から抽選で 20 名の方に「GooglePlay
カード」または「iTunes カード」5 千円分をプレゼント
アルテイル NEO 動画投稿キャンペーン特設ページ：https://alteilneo.com/movie_cp/?PR01
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■みんなでイベントを楽しもう！
『アルテイル NEO』のクローズドβテストでは、
『アルテイル NEO』のゲームを創っている GM メンバ
ーと対戦できるイベントを行います。マッチングした際にはよろしくお願いします！！
＜GM 登場予定時間＞
8 月 28 日～9 月 5 日 20：00～22：00
＜登場予定 GM＞
GM ダイソン
GM ビッグフット
GM クロスオーヴァー
GM 春雨
GM ロールパンダ
GM スカ太郎
GM 立源寺
※上記時間帯以外でもプレイしている可能性があります。

■ランキングで名を残そう！
クローズドβテストの期間中、アプリ内ランキングから３つのランキングを確認することができます。
見事、シーズンランキングかマンスリーランキングのどちらかで上位 10 位以内にランクインしたプレイ
ヤーは公式サイトにて表彰させていただきます。
・シーズンランキング
8 月 31 日のメンテナンスにて、RP（レーティングポイント）を 1500 にリセットします。
以後、9 月 6 日のクローズド β テストの終了までに到達した最高 RP を競っていただきます。
RP は勝利すると増加し、敗北すると減少します。
また、対戦相手との RP の差によって、増減する RP が変動します。
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・マンスリーランキング
9 月 1 日 0 時より、9 月度のマンスリーランキングが始まります。
勝利することで手に入る BP で競うランキングになります。
9 月 6 日のクローズド β テストの終了までに獲得した BP で競っていただきます。
BP は勝利すると増加し、敗北しても減少することはありません。
連勝すると、獲得する BP が増加します。
サービス開始後にも残り続ける名誉を手に入れましょう！
※8 月 31 日のメンテナンス前にも RP は変動しますが、メンテナンスにてすべてのプレイヤーの RP が
1500 に戻ります。
※9 月 1 日の 0 時にすべてのプレイヤーの BP が 0 に戻ります。

アルテイル NEO 公式生放送決定！
今夏にサービス開始を予定しているスマートフォン向けアプリ『アルテイル NEO』は８月 2９日（水）
21:00 より「ニコニコ生放送」と「YouTubeLive」で「アルテイル NEO 公式生放送」を配信することが
決定いたしました。
「アルテイル NEO 公式生放送」は、GM メンバーの立源寺とスペシャルゲスト 2 名を
合わせての 3 名でお送りいたします。今回の放送では、現在開催中の「アルテイル NEO」クローズドβテ
ストの内容や今後のイベントなどについて配信いたしますのでお楽しみにお待ちください。
＜放送時間＞
２０１８年８月２９日（水）２１:００～２２:００
『アルテイル NEO』ニコニコ生放送：http://live.nicovideo.jp/gate/lv315249141
『アルテイル NEO』YouTubeLive：https://www.youtube.com/watch?v=-RxlAPXcgVk
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キャラクター1 人ひとりにフォーカスしたデザインに！
公式サイトデザイン『闇の精霊』ver を公開
公式サイトデザイン『闇の精霊』ver を公開いたしました。
『闇の精霊』は、ラヴァートに存在する６大精
霊のひとつで、世界を構成する闇の力の結晶です。今後も主要キャラクターたちを公式サイトで紹介してま
いります。
「アルテイル」はキャラクター1 人ひとりに、物語が色濃く表現されているストーリーがあり、
アルテイルの舞台となる「ラヴァート」の歴史をより深いところまで触れられるのも大きな魅力です。公式
サイトでキャラクター１人ひとりにフォーカスしてまいります。
『アルテイル NEO』公式サイト：https://alteilneo.com/?PR=01

■『アルテイル NEO』とは・・・
ふ う び

『アルテイル NEO』は、2004 年に一世を風靡した
PC オンラインカードゲーム「アルテイル」がスマート
フォン向けアプリとして、現代に合わせてさらに進化し
た本格的な戦略を楽しめるカードバトルゲームです。カ
ードの射程・速度・移動なども考慮しながらフィールド
を利用した戦いやドローのない独自のゲーム性が奥深い
戦略性を加速させます。アプリ版では、アルテイルの舞
台となる「ラヴァート」の歴史をより深いところまで表
現した重厚なストーリーもあり、
「アルテイル」の世界
観に引き込まれること間違いありません。またプレイヤ
ーみんなで作るカードレビューシステムなどの新機能も搭載し、ゲームを分かりやすく、より楽しめるよ
うに開発しております。カード毎に違うスキルや数多くのカードがデッキ構築の楽しみを深め、人それぞ
れの戦略が生まれる『アルテイル NEO』はこれまでのカードゲームでは満足できない人もご満足いただ
けるカードゲームです。
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■事前登録はこちら
GooglePlay での登録はこちら https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.coreedge.alteilneo
メールアドレスでの登録はこちら https://alteilneo.com/pre_regist/mail
Twitter での登録はこちら https://twitter.com/alteilneo
Facebook での登録はこちら https://www.facebook.com/alteilneo/
Line での登録はこちら https://line.me/R/ti/p/bF6cYHeTP1
Instagram での登録はこちら https://www.instagram.com/alneo_official/
YouTube での登録はこちら https://www.youtube.com/watch?v=-RxlAPXcgVk
予約 TOP１０での登録はこちら https://yoyaku-top10.jp/u/a/MjYyNTA

■公式サイト
URL：https://alteilneo.com/?PR=01
■公式 SNS
Twitter：https://twitter.com/alteilneo
Facebook：https://www.facebook.com/alteilneo/
Facebook(USA)：https://www.facebook.com/Alteil/
公式 SNS では、
『アルテイル NEO』の最新情報や
お得な情報を発信してまいりますので、この機会にご登録ください。
※ゲーム画像を含め本情報には開発中のものが含まれます。今後、予告なく変更する場合がございます。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
●『アルテイル NEO』について
ジャンル

リアル対戦カードゲーム

公式サイト

https://alteilneo.com/

対応デバイス

iOS 、Android

料金

無料、※一部アイテム課金がございます。

権利表記

© Coreedge Inc / © So-net Game Studio Limited

※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国産スマホアプリの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。

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 マーケティング部
Tel:03-5781-3440／Fax:03-5781-3441

E-Mail: publicity@core-edge.jp
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