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パズル RPG『神姫覚醒メルティメイデン』コラボにちなんだ
ギルドバトル「リンクフィールド」のコラボ ver.を実施！
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』と、株式会社マイネットゲームスが開発・運営を行う
スマートフォンアプリ『神姫覚醒メルティメイデン』とのコラボイベントの新企画として「リンクフィールド
神姫覚醒メルティメイデン ver.」を 9 月 28 日（金）より実施します。また、「バトルラグナロク 神姫覚醒メ
ルティメイデン ver.」の実施や、編成済みパーティ「幽玄の刹那」が登場したことをお知らせします。

参加するだけで『神姫覚醒メルティメイデン』コラボの限定称号をゲット可能！
コラボ報酬も追加！「リンクフィールド 神姫覚醒メルティメイデン ver.」
大好評開催中の『神姫覚醒メルティメイデン』コラボの新企画として、新たに最大 20 人 vs20 人で行われる
ギルドバトル「リンクフィールド 神姫覚醒メルティメイデン ver.」がスタートしました。参加するだけでコラ
ボ限定称号「神姫覚醒」が獲得できます。そのほか、
「コラボガチャ」にご利用いただける「メルティメイデンチ
ケット」や「因果石」など豪華報酬を「参加報酬」や「勝利報酬」として獲得できるチャンスですので、ぜひご
参加ください。

【「リンクフィールド 神姫覚醒メルティメイデン ver.」概要】
■開催期間
エントリー期間
2018 年 9 月 26 日（水）16:00～10 月 1 日（月）11:30
実施期間
2018 年 9 月 28 日（金）18:00～10 月 1 日（月）12:30
■内容
「リンクフィールド 神姫覚醒メルティメイデン ver.」は、25 マスのフィー
ルドを舞台に最大 20 人 vs20 人で行われるギルドバトルコンテンツです。ご
参加いただいた方には「参加報酬」として勝敗に関係なくコラボ限定称号「神
姫覚醒」が手に入り、勝利したギルドには「勝利報酬」が手に入ります。そし
て、ランキング上位に入賞したギルドには特別な「称号」が贈られます。

◆「リンクフィールド 神姫覚醒メルティメイデン ver.」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/180928-01/
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「バトルラグナロク 神姫覚醒メルティメイデン ver.」開催！
コラボキャラと交換可能な「コラボ限定キャラクター交換券」ゲットのチャンス！
週末のコロシアムが舞台のバトルイベント「バトルラグナロク」を「神姫覚醒メルティメイデン ver.」として
開催します。今回の「神姫覚醒メルティメイデン ver.」では報酬がより豪華になりました。ランキングで上位に
入賞すると、コラボキャラクターと交換できる「コラボ限定キャラクター交換券」をご入手いただけます。ほか
にも、さまざまな用途に使用できる「因果石」や「コラボガチャ」にご利用いただける「メルティメイデンチケ
ット」など、豪華報酬が盛りだくさんです。

【「バトルラグナロク 神姫覚醒メルティメイデン ver.」概要】
■開催期間
2018 年 9 月 28 日（金）16:０0～10 月１日（月）13:59
■内容
「バトルラグナロク 神姫覚醒メルティメイデン ver.」は、「コロシアム」をプレイすることで獲得可能な「イベン
トポイント」を競うバトルイベントです。期間中に獲得した「イベントポイント」のランキングに応じて、「コラボ

限定キャラクター交換券」など豪華報酬を獲得可能です。また、ランキングは個人・ギルドそれぞれで集計され、
結果に応じた報酬が獲得できます。

◆「バトルラグナロク 神姫覚醒メルティメイデン ver.」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/180928-02/

木属性の新たな編成済みパーティ「幽玄の刹那」登場！
新 GOD キャラ「イングリト」など、速さを活かしたバトル展開を狙える 5 体で構成！
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木属性の新 GOD キャラクター「
【幽玄妖精】イングリト」
（CV：鈴代紗弓さん、イラスト：春乃壱さん）など
強力な 5 体の木属性キャラクターと新ＧＯＤアクセサリ「【魔王と大魔王】モーメント」など強力な 5 個のアクセ
サリで構成された、新たな編成済みパーティ「幽玄の刹那」が登場しました。木属性のキャラクターを中心とし
て「速さを制するものが 攻守を制す！」をコンセプトに、バトルで活躍できる要素が詰まった編成となっていま
すので、お見逃し無きようご利用ください。

【編成済みパーティ「幽玄の刹那」概要】
■販売開始日時
2018 年 9 月 28 日（金）16:00～
■必要因果石

5,000 個

■内容
編成済みパーティ「幽玄の刹那」は、新 GOD キャラ「
【幽玄妖精】イングリ
ト」
、新ＧＯＤアクセサリ「
【魔王と大魔王】モーメント」を含む 5 体の木属性キャ
ラクターと５個のアクセサリで構成された編成済みのパーティとなっており、おひ
とり様 5 回まで購入可能です。
＜特長＞
・編成済みパーティ「幽玄の刹那」には、当編成済みパーティ限定の新 GOD キャ
ラクター「
【幽玄妖精】イングリト」および、新 GOD アクセサリ「【魔王と大魔
王】モーメント」が含まれております。
・編成されているキャラクターおよび、アクセサリは全てＬｖ．MAX の状態でご
入手いただけます。
・編成されているレアリティが R キャラクター3 体は、当編成済みパーティ限定スキルを習得した状態でご入手いた
だけます。
・編成されているレアリティが R キャラクター3 体は、覚醒段階が MAX の状態でご入手いただけます。
・編成されているキャラクターは全てのリボルバーにスキルがセットされた状態でご入手いただけるため、ご購入後
すぐにバトルにご活用いただくことが可能です。
・ご利用の際に、パーティの解説が記載された「説明書」をご入手いただけます。
■新 GOD キャラクター

「【幽玄妖精】イングリト」
（CV：鈴代紗弓さん、イラスト：春乃壱さん）
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◆編成済みパーティ「幽玄の刹那」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/180928-03/

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
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/
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