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大規模アップデートや豪華企画がもうすぐスタート！
「アルクロ 2 周年予告ページ」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、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、2018 年 11 月 15 日（木）
に 2 周年を迎えます。2 周年当日前後にお祝い期間として実施される大規模アップデートや、豪華特別企画の
情報をご紹介する「アルクロ 2 周年予告ページ」を 11 月 6 日（火）に公開しましたのでご案内します。
さらに、11 月 6 日（火）より、
「チャンピオンズロード」、「チャンピオンガチャ」、「精神と刻の闘技場」の
3 種類の企画を開始したことをお知らせします。

新編追加や新バトルシステム追加などの大規模アップデートや、
激レアリアルグッズ抽選などの特別企画情報！「アルクロ 2 周年予告ページ」
ダウンロード数は 350 万を突破。日々たくさんのプレイヤー様が集まり、熱い瞬間頭脳バトルが繰り広げら
れている『アルテイルクロニクル』は、2018 年 11 月 15 日（木）にサービス開始 2 周年を迎えます。2 周年
を迎えるにあたり、当日前後の実施が予定されている様々なお祝い企画の一部をご紹介する「アルクロ 2 周年予
告ページ」を 11 月 6 日（火）より公開しました。メインストーリー新編「因の結晶編」や新バトルシステム「因
果」などを実装予定の「大規模アップデート」の一部や、毎日もれなく無料でご利用いただけるうえに豪華特典
付きの「Anniversary Bell ガチャ」や、激レアなリアルグッズが賞品として用意された特別抽せんイベント「ト
レジャードロー 2nd Anniversary ver.」など、「豪華特別企画」の一部をご紹介しています。2 周年の記念に
ふさわしいスペシャルな内容をご用意しておりますのでぜひご注目ください。
なお、ページ内にてご紹介させていただいている「大規模アップデート」ならびに、一部企画につきましては、
11 月 9 日（金）からの実施を予定しております。

【「アルクロ 2 周年予告ページ」概要】

https://www.alchro.jp/web/event/anni2nd/

■公開日時
2018 年 11 月 6 日（火）16：00 より公開

■内容
サービス開始 2 周年を 11 月 15 日（木）に迎えるにあたり、近日実施が予定されている「大規模アップデート」
および「各種豪華企画」についての情報をご案内する特設ページを公開しました。詳しくは以下の内容をご覧くださ
い。
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＜「大規模アップデート」内容＞
1、メインストーリー新編「因の結晶編」

2、新バトルシステム「因果」

＜「各種豪華企画」内容＞
3、Anniversary Bell ガチャ

4、
「神の器」ドロップ 2 倍キャンペーン

5、トレジャードロー 2nd Anniversary ver.

6、2nd Anniversary ハッピークエスト

7、2nd Anniversary クエスト

※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。

◆「アルクロ 2 周年予告ページ」に関する詳細 URL：

https://www.alchro.jp/web/event/anni2nd/

☆大規模アップデート内容ご紹介
1、メインストーリー新編「因の結晶編」
メインストーリーの新編として「因の結晶編」がスタートします。新たな力を求める刻の神と、巫女を待ち受ける因
果についてのストーリーが展開されます。物語を彩る新キャラクターも見逃せません。
また、新編としてのスタートとなりますので、従来のメインストーリーの進め方とは少し異なる形の進め方もお楽
しみいただけます。
■開始日時
2018 年 11 月 9 日（金）8：00 終了予定のメンテナンス終了後より開始

2、新バトルシステム「因果」
「バトル自体にルールを追加」する効果を発生させて戦いを進めることができ
る新システムです。自分のパーティに有利な効果をバトル自体に発生させ、より
戦略的にバトルを進めることが可能になります。
「因果」により「パーティの構築力」の重要度が上がることで、アルクロのバ
トル環境が進化を遂げます。
■開始日時
2018 年 11 月 9 日（金）8：00 終了予定のメンテナンス終了後より開始

☆各種豪華企画内容ご紹介
3、Anniversary Bell ガチャ
期間中毎日 1 回無料でご利用いただけるうえに、もれなく特典として特別アイテム「Anniversary Bell」をご入手
いただけるガチャです。なお、「Anniversary Bell」は、所定数集めることで GOD キャラクターや GOD アクセサ
リ、そして、入手難度の高いスキルブックなどの豪華賞品と交換可能です。
■実施期間
11 月 10 日（土）0:00～11 月 30 日（金）23:59
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4、「神の器」ドロップ 2 倍キャンペーン
「クエスト」「トーナメント」「コロシアム」にて、それぞれ獲得可能な各種「神の器」のドロップ率が通常の 2 倍
でお楽しみいただけます。3 種類の「神の器」はアクセサリの「神格化」に必要不可欠なアイテムで、通常よりも多く
の獲得が見込める稀少なチャンス期間です。
■実施期間
●「クエスト」

[ドロップアイテム：「戦神の器」]

●「トーナメント」

[ドロップアイテム：
「競神の器」]

11 月 9 日（金）8:00～12 月 4 日（火）13:59
11 月 13 日（火）0:00～11 月 18 日（日）23:59
11 月 20 日（火）0:00～11 月 25 日（日）23:59
11 月 27 日（火）0:00～12 月 2 日（日）23:59

●「コロシアム」

[ドロップアイテム：「闘神の器」]

11 月 9 日（金）8:00～12 月 4 日（火）13:59

5、トレジャードロー 2nd Anniversary ver.
期間中に「コロシアム」でバトルを行うことで、抽せん券をご入手いただけます。抽せん券は所定の上限まで入手可
能です。入手期間終了後、後日行われる抽せんにて、オリジナルデザインのリアルグッズ「モバイルバッテリー」およ
び「ラバー製デスクマット」のほか、「豪華出演声優陣のサイン色紙」をプレゼントします。激レアグッズをご入手い
ただくチャンスです。他にも豪華な「ゲーム内アイテム」を賞品としてご用意しています。
■実施期間
●抽せん券入手可能期間

11 月 15 日（木）0:00～11 月 19 日（月）13:59

●当せん発表、受け取り期間

11 月 27 日（火）16:00～12 月 4 日（火）13:59

6、2nd Anniversary ハッピークエスト
「因果石」などの特別なアイテムをクリア報酬としてご入手いただける名物企画「ハッピークエスト」の特別版を 2
周年当日の日付が変わったタイミングから 30 分限定で実施します。「2 周年イベント専用ガチャチケット」も入手
可能な豪華特別版での開催です。
■実施期間
11 月 15 日（木）0:00～0:30

7、2nd Anniversary クエスト
期間中 1 度だけクリア可能なクエスト登場します。クリア時にはなんと現時点では登場していない特別な何かを手
に入れることができます。
■実施期間
11 月 15 日（木）0:30～12 月 4 日（火）13:59

◆「アルクロ 2 周年予告ページ」に関する詳細 URL：

https://www.alchro.jp/web/event/anni2nd/
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第 22 回神王戦の上位 3 名を相手に大隊バトル！
スペシャルクエスト「チャンピオンズロード」
先日行われた「第 22 回神王戦」の上位 3 名が編成した大隊を相手にバトル可能なスペシャルクエスト「チャ
ンピオンズロード」を開始しました。3 人の神王たちが誇る大隊を相手に腕試しバトルをお楽しみいただけます。
また、
「チャンピオンズロード」にご挑戦いただくと、勝敗に関係なく「ロードチケット」が手に入ります。同時
開催の「チャンピオンガチャ」は、チケットを使ってのチャレンジも可能です。限定の神王系スキルを持ったキ
ャラクターをご入手いただくチャンスですので、お見逃しの無きようご利用ください。
■開催期間
2018 年 11 月 6 日（火）16:00～11 月 9 日（金）13:59
■内容
先日行われた「第 22 回神王戦」にて 1 位～3 位を獲得したプレイヤーが編成した大隊が、「スペシャルクエス
ト」に登場します。強力なライバルが編成したバーティを相手にしたプレイが可能なため、腕試しに最適なスペシ
ャルクエストです。
また、ご挑戦いただくだけで、勝敗に関係なく「ロードチケット」をご入手いただけます。

◆「チャンピオンズロード」に関する詳細 URL：

https://www.alchro.jp/news/181106-01/

限定の神王系スキル全 7 種が登場！「チャンピオンガチャ」
厳選された 3 体の GOD キャラクターは習得済み状態でゲット可能！
先日行われた「第 22 回神王戦」で活躍した皆様のパーティから厳選された GOD キャラクターと GOD ア
クセサリがラインナップに含まれた「チャンピオンガチャ」を開始しました。
ガチャラインナップとして出現する GOD キャラクターの「
【戌神三姉妹】シヴァ」
（CV：近村望実さん、イ
ラスト：rioka さん）および「
【宿命型魔法少女】ノゼ」
（CV：鎌倉有那さん、イラスト： Genyaky さん）、
「
【大魔王】ジーグルト」
（CV：高階俊嗣さん、イラスト：添田一平さん）の 3 体は、チャンピオンガチャ限
定スキルの「神王系スキル」全 7 種のうちのいずれかを習得しています。
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また、GOD アクセサリの出現ラインナップも強力な 2 個をご用意しました。限定スキルや強力キャラクタ
ーおよびアクセサリをご入手いただくチャンスとなっておりますのでぜひご利用ください。

【「チャンピオンガチャ」概要】
■開催期間
2018 年 11 月 6 日（火）16:00～11 月 9 日（金）13:59
■内容
先日行われた神王戦の上位プレイヤー使用デッキから GOD キャラク
ター3 体および GOD アクセサリ 2 種を厳選し、出現キャラとしてピッ
クアップしたガチャで、以下の特長にてご利用いただけます。
＜特長＞
・GOD キャラクターのラインナップは厳選された 3 体のみです。
・GOD アクセサリのラインナップは厳選された 2 個のみです。
・GOD キャラクターのご入手時には、限定の神王系スキル「神王撃」
「神王波」
「神王歌」
「神王術」
「神王殺」「神王鎌」
「神王魔」の計 7 種
類の中から、1 種類を必ず習得した状態でお受け取りいただけます。
また、UR キャラも一定確率で神王系スキル 1 種類を習得した状態でお
受け取りいただけます。
・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 種確定します。
・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。

■厳選 GOD キャラクター

「【戌神三姉妹】シヴァ」

「【宿命型魔法少女】ノゼ」

「【大魔王】ジーグルト」

（CV：近村望実さん、

（CV：鎌倉有那さん、

（CV：高階俊嗣さん、

イラスト：rioka さん）

イラスト： Genyaky さん）

イラスト：添田一平さん）
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■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＞

10 連ガチャ：3000 個

1 連ガチャ：300 個、

◆「チャンピオンガチャ.」に関する詳細 URL：

https://www.alchro.jp/news/181106-02/

コロシアムのドロップアイテムで∞レアスキルの作成チャンス！
限定スキルブックをドロップするスペシャルなカーバンクルに会おう！
コロシアムが特別仕様に変化し、
「限定スキル」をドロップするスペシャルなカーバンクルが出現するコロシ
アムイベント「精神と刻の闘技場」を開始しました。
「精神と刻の闘技場」では、スペシャルなカーバンクル「バ
トルスペシャルラッキー」が出現します。
「バトルスペシャルラッキー」から入手可能な限定スキルブックは、強
力な力を発揮する∞スキルまで進化を重ねることが可能です。強力な∞スキルをご作成いただき、パーティ強化
にお役立てください。

【コロシアムイベント「精神と刻の闘技場」概要】
■開催期間
2018 年 11 月 6 日（火）16:00～11 月 13 日（火）13:59
■内容
期間中、コロシアムが青い背景が目印の「精神と刻の闘技場」仕様に変化します。
このコロシアムでは、通常姿を現さないバトラッキー「バトルスペシャルラッキ
ー」と遭遇することがあります。
「バトルスペシャルラッキー」からは、ドロップアイテムとして全 6 属性の限定
スキルブックの中からランダムで 1 個ご入手いただけます。ご入手された限定ス
キルブックは、進化のベースとして使用することで最高で∞ランクのスキルへと
進化させることが可能です。

◆「精神と刻の闘技場」に関する詳細 URL：

https://www.alchro.jp/news/181106-03/
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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]
[iOS]

https://app.appsflyer.com/jp.coreedge.alchro?pid=PR

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。

※iOS は、米国およびその他の国で登録された Cisco の商標です。
※Android は Google LLC 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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