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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テストご意見ご要望公開！
公認 YouTuber クローズドβテストプレイ動画を公開！
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、今秋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テストにて、いただきましたご意見ご要望を
公開いたしました。また公認 YouTuber の方々がクローズドβテストプレイ動画を公開し、公式サイト
デザインもキャラクター『ジルヴェスタ』ver になりましたことをお知らせいたします。

クローズドβテスト要望まとめページ公開
『アルテイル NEO』は 8 月 28 日（火）12：00～9 月 6 日（木）11：59 にかけて、開催されたクロ
ーズド β テストにて、いただきましたご意見ご要望を『アルテイル NEO』公式サイトに「クローズド β
テスト要望まとめページ」を公開いたしました。期間中、数多くの方にご参加していただき、様々なご意
見ご要望まことにありがとうございました。本クローズドβテスト中に頂きましたご意見ご要望をもと
に、ゲームクオリティ向上を図るため、サービス開始時期を今夏から今秋に変更いたします。『アルテイル
NEO』のサービス開始を心待ちにしている皆様、心よりお詫び申し上げます。『アルテイル NEO』を皆様
にご満足いただける内容にするべく、今後いっそうの努力を重ねてまいります。変わらぬご愛顧を賜りま
すよう、お願い申し上げます。
アルテイル NEO クローズドβテスト要望まとめページ https://alteilneo.com/cbt/result02?PR=01
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「ランキングに名を残そう！」結果発表！
8 月 28 日（火）12：00～9 月 6 日（木）11：59 にかけて行われた『アルテイル NEO』クローズド
β テストにて、開催されておりましたイベントの「ランキングに名を残そう」の結果発表をしました。シ
ーズンランキング、またはマンスリーランキングで上位 10 位以内にランクインしましたプレイヤーを公
式サイトに掲載いたしました。見事 10 位以内にランクインしましたプレイヤーの皆様おめでとうござい
ます。
アルテイル NEO 公式サイトクローズドβテストランキングページ
https://alteilneo.com/cbt/result03?PR=01
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アルテイル NEO クローズドβテスト、ミッション２を達成！
総勢 85 名様にアルテイルグッズをプレゼント！
『アルテイル NEO』のクローズド β テスト中に開催しておりました「みんなでミッションを達成してプ
レゼントを増やそう！」はミッション 2 までクリアいたしました。これにより「みんなで意見を Twitter
に投稿しよう！」キャンペーンの報酬の複製原画 3 枚セット 50 名に加え、特製「アイギナ」スマホスタ
ンド 5 名とアルテイル複製原画 3 枚セット 30 名を追加し、合計 85 名のお客様にアルテイルグッズをプ
レゼントすることが決定いたしました。
「みんなで意見を Twitter に投稿しよう！」キャンペーンの当選
者の発表は 10 月上旬を予定しておりますのでお楽しみにお待ち下さい。

『アルテイル NEO』公認 YouTuber クローズド β テスト動画を続々公開！
『アルテイル NEO』公認 YouTuber の「Stear さん」
「さっこさん」は８月 28 日（火）12：00～9 月
6 日（木）11：59 にかけて、開催された『アルテイル NEO』クローズド β テストのプレイ動画を公開
いたしました。
「武石あゆ実さん」
「高橋麗さん」の『アルテイル NEO』クローズドβテストプレイ動画も
近日公開予定ですので、お楽しみにお待ちください。
■Stear
【アルネオ】ローティアデッキを紹介します！【アルテイル NEO】
https://www.youtube.com/watch?v=74RFrEYz6i8

■さっこ
【IQ テスト】ゲームの旨さと IQ は比例する？衝撃!! さっこの IQ は〇
〇!? 【さっこちゃんねる】【アルテイル NEO】
https://youtu.be/MiauFqeGzZ4
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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キャラクター『ジルヴェスタ』ver を公開
公式サイトデザインキャラクター『ジルヴェスタ』ver を公開いたしました。
『ジルヴェスタ』ははるか昔に
滅びた帝国の将軍が不死者として復活した姿です。多くの敵を葬ってきた双剣の腕は、不死者となってからも
衰えておりません。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。

公式サイト URL：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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■公式サイト
URL：https://alteilneo.com/?PR=01

■事前登録
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 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
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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