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GOD1 種確定！特別 10 連ガチャにもれなく無料で
チャレンジできる特別企画も！新 TVCM 放送開始！
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、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、アルクロ）にて、10 月 1 日（月）より、新し
い TVCM の放送を開始することをお知らせします。また、新 TVCM 放送にともない、様々な特別企画を実施
することを合わせてお知らせします。

新 TVCM の放送が 10 月 1 日（月）よりスタート！
無料で GOD1 種確定の特別ガチャなど、3 つの記念企画も開始！
「アルテイルクロニクル」では、10 月 1 日（月）より新しい TVCM を放映開始します。TVCM では、本作
の基本システム「リボルバーバトル」の魅力をお伝えします。また、この度の TVCM 放送開始を記念し、3 つ
の特別企画を実施します。
1 つ目は「CM 放送記念ガチャ」です。どなたでも無料でご利用いただける 10 連ガチャで、特別枠の 1 枠か
らは最高レアリティの GOD が 1 種確定します。2 つ目は「CM 放送記念デイリーミッション」です。条件を達
成することでもれなく「因果石」をご入手いただけるうえに、期間中は毎日条件の達成が可能です。3 つ目は「CM
放送記念アイテムパック」です。通常での入手が難しい貴重なアイテムが詰まったパックで、用途に合わせたア
イテムの詰め合わせをショップにてご購入いただけます。
それぞれ、記念期間ならではの豪華な内容でお届けする特別企画ですので、ぜひご参加ください。

【「TVCM 放送開始」についての概要】
■放送期間
2018 年 10 月 1 日（月）より放送開始
■内容
多数のお客様よりご好評の声をいただいている、いつでもどこでもお手軽に究極の頭脳バトルが楽しめるゲーム内
容を実現した基本システム「リボルバーバトル」の魅力を、ユーモアあふれる内容でお伝えする TVCM です。
「TOKYO
MX」にてご覧いただけるほか、YouTube 内「アルテイルクロニクル公式チャンネル」でも TV での放映内容と同じ
内容の動画を公開しています。
■放送局
TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社）
■映像 URL

https://www.youtube.com/watch?v=803U5OKXWyc

◆「TVCM 放送開始」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/181001-01/
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●特別企画１：「CM 放送記念ガチャ」概要
■実施期間
2018 年 10 月 1 日（月）0:00～10 月 23 日（火）23:59
■内容
無料でお 1 人様 1 回限りご利用いただける 10 連ガチャで、以下の特長
にてご利用いただけます。
なお、CM 放送記念要素として、出現ラインナップ内の GOD キャラクタ
ーに、TVCM にご出演のタレント｢せきぐちあいみ｣さんがキャラクター
ボイスをご担当された「
【戀掌握系歌姫】オオトリ」が含まれています。
＜特長＞
・10 枠のうち 1 枠は特別枠として扱われ、最高レアリティの GOD のキャラクターもしくはアクセサリが必ず
出現します。また、残り 9 枠の通常枠からも GOD 出現チャンスがあります。
・ラインナップには、
「
【戀掌握系歌姫】オオトリ」
（CV：せきぐちあいみさん、イラスト：kgr さん）や、

夏祭りイベントに登場した浴衣巫女キャラクターが含まれています。
・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る
「ランダムスキル群」システムの対象ガチャです。

◆「CM 放送記念ガチャ」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/181001-02/

●特別企画 2：「CM 放送記念デイリーミッション」概要
■実施期間
2018 年 10 月 1 日（月）0:00～10 月 20 日（土）23:59
■内容

「ホーム」画面にて「ミッション」ボタンを押すとご覧いただける「ミッションページ」内に表示された
所定の条件をご達成いただいた方に、ショップでのアイテムご購入や、ガチャなど様々な用途にご使用いた
だける「因果石」を 100 個プレゼントします。期間中は毎日 1 回条件の達成が可能です。
■ミッション詳細
「絆ダンジョン」にオーナーかゲストで 3 回挑戦！
■ミッション報酬

「因果石」×100 個
◆「CM 放送記念デイリーミッション」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/181001-01/

●特別企画 3：「CM 放送記念アイテムパック」概要
■実施期間
2018 年 10 月 1 日（月）0:00～10 月 9 日（火）13:59
■内容

通常での入手が難しい貴重なアイテムが詰まったパックを中心とした全 7 種類のアイテムパックを、
CM 放送記念の期間限定にて、ショップ内にて販売します。貴重な「潜在解放の器」が詰まったパックから、
お気軽に便利アイテムをご入手いただけるパックまで、多岐にわたるラインナップをご購入いただけます。
◆「CM 放送記念アイテムパック」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/181001-03/
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新しい木属性 GOD キャラクター「ベンテン」が登場！GOD 出現確率 2 倍！
2 種類のガチャが合体したスペシャルガチャ「ゴッドエヴォリューションガチャ」
「ゴッドクロニクルガチャ」と「アルテイルエヴォリューションガチャ」の 2 種類が合体したスペシャルガ
チャ「ゴッドエヴォリューションガチャ」が登場しました。新しい木属性キャラクター 「【東方の異形】ベン
テン」
（CV：藤田曜子さん、イラスト：天辰公瞭さん）が登場し、GOD キャラクターおよびアクセサリの出現
確率が 2 倍でご利用いただけるガチャです。高いポテンシャルを誇る新キャラクターや強力な限定キャラクタ
ーを活用し、バトルでの勝利につなげてください。

【「ゴッドエヴォリューションガチャ」概要】
■開催期間
2018 年 10 月 1 日（月）0:00～10 月 5 日（金）13:59
■内容
GOD 出現確率が 2 倍となり、ゴッドクロニクルガチャ限定キャラクター
やアルテイルエヴォリューションガチャ限定キャラクターがラインナップに
含まれた特別なガチャです。そして今回新たに登場した GOD キャラクター
の「ベンテン」
（CV：藤田曜子さん、イラスト：天辰公瞭さん）がラインナ
ップに追加され、出現確率がアップしています。他にも見どころもりだくさ
んの当ガチャについての特長は以下をご覧ください。
＜特長＞
・GOD キャラクターおよび GOD アクセサリの出現確率が 2 倍です。
・
「∞ランクの夢幻スキル」を習得した「ゴックロ限定 GOD キャラクター」と、
「潜在アビリティ」システムに対応
可能な「アルエヴォ限定 GOD キャラクター」がラインナップに含まれています。
・木属性の新 GOD キャラクター「ベンテン」（CV：藤田曜子さん、イラスト：天辰公瞭さん）がラインナップに追
加され、出現確率がアップしています。
・特別要素として「ロアキナ」
（CV：珠宮夕貴さん、イラスト：saraki さん）がラインナップに含まれています。
・10 連ガチャの特典として「運命の神糸」をご入手いただけます。
「運命の神糸」は GOD キャラクターをはじめと
した豪華アイテム「GC 限定キャラクター交換券」や「PGC チケット」と交換が可能です。
・10 連ガチャに限り、
「特別枠」にて UR 以上のキャラまたはアクセサリが 1 個確定します。
・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る
「ランダムスキル群」システムの対象ガチャです。
■必要因果石
＜初回割引価格＞ 1 連ガチャ：150 個 10 連ガチャ：1500 個
＜通常価格＞

1 連ガチャ：300 個 10 連ガチャ：3000 個
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■新しい GOD キャラクターご紹介

「
【東方の異形】ベンテン」
（CV：藤田曜子さん、イラスト：天辰公瞭さん）
「【東方の異形】ベンテン」
（CV：藤田曜子さん、イ
ラスト：天辰公瞭さん）
◆「ゴッドエヴォリューションガチャ.」に関する詳細
URL https://www.alchro.jp/news/181001-04/

アクセサリ用の新アイテム登場！
細かなレベル調整を可能にする新アイテム「救済の砂時計」
「アルテイルクロニクル」でのパーティ編成では、アクセサリのステータスコントロールは重要な要素となっ
ています。ステータスコントロールを容易にするアイテム「救済の砂時計」の販売を開始しました。ご利用いた
だくことで、育成済みのアクセサリの Lv を 1 まで下げることが可能です。パーティ内のキャラクターや、ほか
のアクセサリとのバランスを考えながら、お気に入りのアクセサリを適切なステータスに調整することが可能な
アイテムをぜひご活用ください。

【「救済の砂時計」概要】
■販売開始日時
2018 年 10 月 1 日（月）0:00～
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■内容
育成済みの「アクセサリ」に使用することで、Lv を１に戻すことができるアイテムです。ご使用後に目的を定め
て再育成することで、適切なステータス調整を行うことが可能です。なお「救済の砂時計」は、「アクセサリ」の
『レアリティ』
、『覚醒段階』
、『特殊能力の Lv.』にかかわらず使用することができます。
■必要因果石
1,500 個

◆「救済の砂時計.」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/181001-05/

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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