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ダウンロード数 350 万突破のお祝い企画！
ガチャ最大 70 連無料など豪華企画が盛りだくさん！
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）は、累計ダウンロード数が 350 万
を突破しました。突破を記念したお祝い企画といたしまして、10 月 16 日（火）より、
「350 万ダウンロード
突破記念キャンペーン」を開始しました。加えて、新要素が追加された「エレメントガチャ」を開始したこと
をお知らせいたします。

なんと最大で 7 日間 10 連ガチャに無料でチャレンジ可能！
他にも豪華企画盛りだくさんの「350 万ダウンロード突破記念キャンペーン」開始！
日々大勢のプレイヤーの皆様にお楽しみいただいている『アルテイルクロニクル』は、アプリのダウンロード
数が 350 万を突破しました。突破にあたり、日頃からのご愛顧への感謝の気持ちを込めた豪華企画「350 万ダ
ウンロード突破記念キャンペーン」を開始しました。期間中は、70 連分のガチャに無料でチャレンジしていた
だける「350 万 DL 突破記念無料ガチャ」など、たくさんの豪華企画を実施します。
また、
「350 万 DL 突破記念キャンペーン」は、この度ご紹介する内容だけではありません。今後、さらに続々
と追加してしてまいりますのでぜひご注目ください。

【「350 万ダウンロード突破記念キャンペーン」概要】
■開催期間
2018 年 10 月 16 日（火）16：00～10 月 23 日（火）23：59
※企画内容ごとに実施期間が異なります。

■内容
本企画は以下の内容を中心にお楽しみいただけます。
1. 350 万 DL 突破記念無料ガチャ
2. 因果石おまけ 2 倍キャンペーン
3. 曜日クエスト 消費クエスト P1/2 キャンペーン
4. 350 万 DL 突破記念アイテムパック
5. リンクフィールド 350 万 DL 突破記念 ver.
※他の企画も続々追加を予定しています。内容や期間はゲーム内のお知らせや
公式 Twitter（https://twitter.com/alchro_official）等で随時お知らせします。

◆「350 万ダウンロード突破記念キャンペーン」詳細 URL https://www.alchro.jp/news/181016-01/
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1．最大 70 連！毎日 10 連ガチャに無料で挑戦可能！「350 万 DL 突破記念無料ガチャ」

1 日 1 回 10 連ガチャに無料でチャレンジ可能！
最大 7 日間でなんと 70 連分！
期間中、毎日 10 連ガチャに 1 回無料でチャレンジできる「350 万 DL
突破記念ガチャ」が登場します。10 月 17 日（水）0:00 から 10 月 23
日（火）23:59 までの 7 日間、毎日 1 日 1 回 10 連ガチャを無料でご利
用いただけます。最大で 70 連分ガチャにご挑戦いただけますので、最高レ
アリティの GOD キャラクターや、GOD アクセサリをご入手いただくチャ
ンスです。毎日お忘れの無きようご利用ください。

■開催期間
2018 年 10 月 17 日（水）0：00～10 月 23 日（火）23：59

2．因果石の大量入手チャンス！「因果石おまけ 2 倍キャンペーン」

対象の因果石購入時のおまけが 2 倍に！
様々なシーンで「因果石」を有効に活用することが可能！
ショップ内の対象因果石購入時に付与されるおまけ因果石が 2 倍に増量した状態でご入手いただける、「因果石お
まけ 2 倍キャンペーン」を実施します。対象区分は 2 種類で、お 1 人様それぞれ 1 回限定でご購入可能です。様々
なシーンで有効活用が可能な「因果石」を大量にご入手いただけるチャンスをぜひご活用ください。

■開催期間
2018 年 10 月 16 日（火）16：00～10 月 23 日（火）13：59

■対象区分一覧
因果石

4,550 個

因果石

15,800 個

⇒
⇒

6,200 個 ［2,900 円］ （有償 2,900 個 ＋おまけ 1,650 個＋1,650 個）
21,800 個 ［9,800 円］ （有償 9,800 個 ＋おまけ 6,000 個＋6,000 個）
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3．レア素材をたくさん集めるチャンス！「曜日クエスト 消費クエスト P1/2 キャンペーン」

全難易度の消費クエスト P が 1/2 でレア素材大量ゲットのチャンス！
「曜日クエスト消費クエスト P 半減キャンペーン」実施！
すべての難易度の「曜日クエスト」を対象に、通常の 1/2 の消費クエスト P でチャレンジ可能な、
「曜日クエ
スト消費クエスト P 半減キャンペーン」を実施します。
「曜日クエスト」では、一部キャラが持つ「潜在アビリ
ティ」の解放や、キャラの神格化の際に使用する「神器」各種、そしてアビリティの限界突破に必要な「【才能の
探究者】アルカナ」をはじめとする豪華アイテムやスキル・アビリティブックをたくさん集めることができます
ので、この機会にぜひたくさんご挑戦ください。
■開催期間
2018 年 10 月 16 日（火）16：00～10 月 23 日（火）13：59

4．レアアイテムが詰まった超豪華パックを販売！「350 万 DL 突破記念アイテムパック」

潜在アビリティ解放用アイテムや、∞スキルなどが詰まった超豪華パック！
「350 万 DL 突破記念アイテムパック」登場！
「潜在アビリティ」解放の際に必要なレア素材や、
「火・水・木・光･闇属性」それぞれに対応した「∞スキル」など
が詰まった「350 万 DL 突破記念アイテムパック」全 7 種類を販売します。パック内にはその他にもゲームプレイに
ご活用いただけるアイテムや、ガチャをご利用いただけるチケットなどが詰まっています。入手機会の少ないアイテ
ムを確実にご入手いただくチャンスですので是非ご利用ください。

■開催期間
2018 年 10 月 16 日（火）16：00～10 月 23 日（火）13：59

5．特別称号ゲットのチャンス！「リンクフィールド 350 万 DL 突破記念 ver.」

ランキング報酬で特別称号をゲット！参加報酬にも特別称号が！
「リンクフィールド 350 万 DL 突破記念 ver.」
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最大 20 人 vs20 人で行われるギルドバトルの特別版として「リンクフィールド 350 万 DL 突破記念 ver.」を実
施します。ランキング上位のギルドに所属するメンバーの皆様は、限定称号「MILLION LINK」を、順位に対応した
内容でご入手いただけます。またご参加いただくだけででも限定称号「BLESSING LINK」をご入手いただけます。
他にも、
「因果石」などの豪華報酬を「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。

■開催期間
エントリー期間
2018 年 10 月 17 日（水）16：00～10 月 22 日（月）11：30
実施期間
2018 年 10 月 19 日（金）22：00～10 月 22 日（月）12：30

◆「350 万ダウンロード突破記念キャンペーン」詳細 URL https://www.alchro.jp/news/181016-01/

限定 GOD キャラクターが新たに「潜在アビリティ」システムに対応！
強力な力を得て新生した「エレメントガチャ」が登場！
出現キャラクターの属性が 1 種のみに絞られることから、お好きな属性パーティの作成や強化に最適な「エレ
メントガチャ」に新要素が加わり、パワーアップして登場しました。各属性に対応したエレメントガチャ限定
GOD キャラクター5 体は新たに「潜在アビリティ」システムに対応し、活躍の場がさらに増えました。1 属性
ずつ日替わりで登場し、各属性それぞれに初回割引価格が適用されますので、期間中は毎日 1 回必ず初回割引価
格でご利用いただけます。新たな力を得て魅力度がアップした限定 GOD キャラクターをぜひご活用ください。

【「エレメントガチャ」概要】
■開催期間
2018 年 10 月 16 日（火）16：00～10 月 21 日（日）15：59
＜属性ごとの開催日時＞
火属性

10 月 16 日（火）16：00～10 月 17 日（水）15：59

水属性

10 月 17 日（水）16：00～10 月 18 日（木）15：59

木属性

10 月 18 日（木）16：00～10 月 19 日（金）15：59

光属性

10 月 19 日（金）16：00～10 月 20 日（土）15：59

闇属性

10 月 20 日（土）16：00～10 月 21 日（日）15：59
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■内容
出現キャラクターが単一の属性のみに絞られたガチャで、以下の特長にてご利
用いただけます。
＜特長＞
•出現 GOD は各属性にてそれぞれピックアップされた強力な 3 キャラクター＋
2 アクセサリのみで、狙いやすくなっています。
・出現する GOD の 3 キャラクターのうち 1 体は限定 GOD キャラクターです。
また、2 アクセサリのうち 1 個は限定 GOD アクセサリです。
・今回のエレメントガチャより、５体のエレメントガチャ限定 GOD キャラクタ
ーが新たに「潜在アビリティ」システムに対応しました。
さらに、一定確率で「潜在アビリティ」解放済みの状態で出現することがあり
ます。
•GOD キャラクターは、各属性に対応したエレメントガチャ限定 SSS スキルを
必ず習得しています。
•UR キャラクターは、各属性に対応したエレメントガチャ限定アビリティを必
ず所持しています。
さらに、一定確率で属性ごとに対応したエレメントガチャ限定 SSS スキルを
習得していることもあります。
•10 連ガチャでは、
「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。
•日替わりで対応属性が切り替わります。切り替わり時には毎回初回割引価格が
適用されます。
・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。

◆「エレメントガチャ.」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/181016-02/

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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