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プレスリリース

大規模アップデート！数々の新要素実装や改善を実施！
メインストーリー新編「因の結晶編」もスタート！
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 9 日（金）
に大規模アップデートを実施したことをお知らせします。この度のアップデートでは、メインストーリー新編
「因の結晶編」に加え、新バトルシステム「因果」の実装や、様々な改善を実施しています。
他にも、メインストーリー本編と連動したイベント「Causal of Crystal」の実施と、11 月 15 日（木）に
迎えるサービス開始 2 周年に先駆けた様々な特別企画「2 周年お祭り企画」のスタートをお知らせいたしま
す。

新たな展開が待ち受けるメインストーリー新編「因の結晶編」や
バトルの流れが変わる新システム「因果」などを実装！もれなく特別プレゼントも！
サービス開始 2 周年を間近に控えた『アルクロ』は、11 月 9 日（金）に大規模アップデートが完了しまし
た。この度の「ver.3.0.0 アップデート」では、メインストーリーの新編「因の結晶編」や、新しいバトルシス
テム「因果」の実装などに加え、数々の要素に対する改善を行いました。この度のアップデートによって大きく
進化した『アルクロ』をたっぷりとお楽しみください。
また、新バトルシステム「因果」実装を記念し、全ての皆様に「因果」システムでご使用いただける、
「始原の
因果 Lv5」をプレゼントさせていただきます。ぜひお受け取りいただき、新システムをお試しください。

【「ver3.0.0 アップデート」概要】
■公開日時
2018 年 11 月 9 日（金）6：58 より公開
■内容
「ver.3.0.0」への大規模アップデートを行いました。メインストーリーの新編「因の結晶編」や、新バトルシステ
ム「因果」の実装をはじめとした、要素追加や改善対応を行っています。詳しくは以下の内容をご覧ください。
＜アップデート記念特別プレゼント＞
新バトルシステム「因果」の実装を記念し、全ての皆様のプレゼント BOX に「始原の因果 Lv5」をお送りしまし
た。新バトルシステム「因果」でご使用いただけますので、いち早くお試しください。
＜アップデート詳細＞
1、メインストーリー新編「因の結晶編」実装

2、新バトルシステム「因果」実装

3、バトルルールに「ROUND 制」を導入

4、ホーム画面に「4 コマ漫画」タブを追加

5、ガチャ画面に「お試しバトル」機能を追加

6、様々な要素にて多数の改善を実施

◆「ver. 3.0.0 アップデート」に関する詳細 URL：

https://www.alchro.jp/news/181109-01/
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1、メインストーリー新編「因の結晶編」実装
メインストーリー新編として「因の結晶編」を実装しました。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として「【律する背徳】バトルク」（CV：大西弘祐
さん、イラスト：旗助さん）、「【水霧の英傑】ダルシェ」（CV：田毎なつみさん、イラスト：rioka さん）、「【屠
る者】ギセン」（CV：兼政郁人さん）、「【不落光蓮華】ナヴィ」（CV：野口瑠璃子さん）、「【渇望する隻眼】フ
ーカ」（CV：渡部恵子さん、イラスト：Genyaky さん）が登場します。
なお、「因の結晶編」は、メインクエスト「Chapter.11：終わりと始まり」をクリア済みの方のみプレイ可能です。
また、「因の結晶編」には連動イベント「Causal of Crystal」をご用意しております。ストーリーをより深くお楽
しみいただきながら、「レアアイテム」や「因果」などをたっぷりとご入手ください。

2、新バトルシステム「因果」実装
「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。全バトルが対象
で、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進めることが可能です。「パーティの
構築力」の重要度が上がることで、進化したバトルをお楽しみいただけます。
なお、
「因果」の実装を記念し、全ての皆様のプレゼント BOX に「始原の因果 Lv5」をお送りしました。新バトル
システム「因果」でご使用いただけます。

3、バトルルールに「ROUND 制」を導入
各種バトルのルールに「ROUND 制」を導入しました。導入により、従来のターン制では分かりにくかった行動不
能状態のキャラクター行動権について、行動権が消費された状態でバトルが進行しますので、キャラクターの行動状
態を区別しながらのバトル状況把握が容易になりました。

4、ホーム画面に「4 コマ漫画」タブを追加
ゲーム内「お知らせ」画面に「4 コマ漫画」タブ追加しました。公式 4 コマ漫画「くるくる くろにくる！」（画：
甘塩コメコさん）をお気軽にお楽しみいただけます。なお、「くるくる くろにくる！」は今後随時公開予定です。

5、ガチャ画面に「お試しバトル」機能を追加
ガチャ画面に「お試しバトル」機能を追加しました。対象ガチャにてピックアップされたキャラクターを軸に編成
されたパーティと、ご自身のパーティで戦うことが可能です。注目キャラクターについて、実力の把握や、応戦方法の
検討などにご活用いただけます。

6、様々な要素にて多数の改善を実施
他にも様々な要素において改善を実施しました。
・レーティングバトルの「混雑状況表示」機能追加。
・1 度に最大レベルまで上昇可能な「強化合成のまとめ合成」機能実装。
・アイテム所持上限を「9,999,999」個まで拡張。
・グラン所持上限数を拡張。
「10,000,000,000」グラン以上の所持にも対応。
・パーティ編成にて、ボタン 1 つでまとめてパーティの解散が可能な「解放する」ボタンを追加。

◆「ver. 3.0.0 アップデート」に関する詳細 URL：

https://www.alchro.jp/news/181109-01/
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メインストーリー新編と連動したイベント「Causal of Crystal」スタート！
限定「スキル」や「アビリティ」はもちろん「因果」も入手可能！
メインストーリー新編「因の結晶編」と連動した特別イベント「Causal of Crystal」をスタートしました。
「
【律する背徳】バトルク」
（CV：大西弘祐さん、イラスト：旗助さん）、
「【水霧の英傑】ダルシェ」
（CV：田毎
なつみさん、イラスト：rioka さん）
、
「
【屠る者】ギセン」
（CV：兼政郁人さん）、
「【不落光蓮華】ナヴィ」
（CV：
野口瑠璃子さん）
、
「
【渇望する隻眼】フーカ」
（CV：渡部恵子さん、イラスト：Genyaky さん）が登場するイベ
ントクエストをお楽しみいただけます。イベントクエストでイベントアイテムを集めることで、交換所にてイベ
ント限定スキルやアビリティをご入手いただけるほか、新しいバトルシステムに使用可能な「因果」をご入手い
ただくことも可能です。また、イベントアイテムの入手量によって、イベントミッションも自動的にご達成いた
だけます。他にもスペシャルなログインボーナスもご用意しております。新たな展開を迎えた壮大なストーリー
をたっぷりとお楽しみください。

【メインストーリー連動イベント「Causal of Crystal」概要】
■開催期間
2018 年 11 月 9 日（金）メンテナンス後～12 月 4 日（火）13：59
※メインストーリー「因の結晶編」は終了せず継続してお楽しみいただけます。
■内容
メインストーリー連動イベント「Causal of Crystal」では、
以下の内容をお楽しみいただけます。
1. イベントクエスト
2. イベントミッション
3. 「Causal of Crystal ログインボーナス」

◆メインストーリー連動イベント「Causal of Crystal」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/181109-02/

1. イベントクエスト「Causal of Crystal」
■内容
イベントクエスト「Causal of Crystal」は、アイテム収集向けの「探索クエスト」で、メインクエスト新編「因の
結晶編」のクエスト群クリア後に、
「Causal of Crystal」内のイベントクエスト「新たな力を求めて」にご挑戦いた
だけます。探索クエストでは、イベントアイテム「キプロスの葉」、
「因果の雫」などをご入手いただけます。イベント
アイテムを集めると、交換所にてイベントスキルや新バトルシステムで使用可能な「因果」などの豪華アイテムと交
換することが可能です。
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2.「イベントミッション」
■内容
「イベントミッション」は、イベントアイテム「キプロスの葉」の入手数に応じて設定された全 21 個のミッション
です。イベントアイテム「キプロスの葉」のご入手時に、数量が自動カウントされるとともに、カウント数に応じてミ
ッションが達成されていきます。達成状況に応じてイベントスキルやアビリティなどの豪華アイテムとの交換が可能
です。

■ミッション受取期間
2018 年 11 月 9 日（金）メンテナンス後～12 月 4 日（火）13：59

4.「Causal of Crystal ログインボーナス」

■内容
イベント期間中、最大で 10 日間お受け取りいただける期間限定の豪華ログインボーナスを実施します。ゲーム内
の様々な場面で役立つ「因果石」や、
「Causal of Crystal ガチャ」でご利用可能な「CoC チケット」など豪華なアイ
テムをご用意しましたので、ぜひログインしてお受け取りください。

■ログインボーナスラインナップ
日程

アイテム名

1 日目

「CoC チケット」×1 個

2 日目

「因果石」×50 個

3 日目

金のエリクサー×5 個

4 日目

「CoC チケット」×1 個

5 日目

「因果石」×50 個

6 日目

「金のエリクサー」×5 個

7 日目

「CoC チケット」×1 個

8 日目

「因果石」×50 個

9 日目

「金のエリクサー」×5 個

10 日目

「CoC チケット」×1 個

◆メインストーリー連動イベント「Causal of Crystal」に関する詳細 URL
https://www.alchro.jp/news/181109-02/
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新 GOD キャラクターが各属性 1 体ずつ計 5 体登場！全員「因果」持ち！
さらに潜在アビリティにも対応！「Causal of Crystal ガチャ」
メインストーリー新編や連動イベントに登場する 5 体の新 GOD キャラクター「
【律する背徳】バトルク」
（CV：大西弘祐さん、イラスト：旗助さん）
、
「【水霧の英傑】ダルシェ」（CV：田毎なつみさん、イラスト：
rioka さん）
、
「
【屠る者】ギセン」
（CV：兼政郁人さん）、
「【不落光蓮華】ナヴィ」
（CV：野口瑠璃子さん）
、
「
【渇望する隻眼】フーカ」
（CV：渡部恵子さん、イラスト：Genyaky さん）が出現ラインナップに含まれた
「Causal of Crystal ガチャ」が登場しました。
それぞれ「潜在アビリティ」システムに対応した強力な GOD キャラクターで、獲得した際には、お受け取
り時にもれなく新バトルシステムで使用可能な「因果」をご入手いただけます。
また、本ガチャは新機能「お試しバトル」対応ガチャです。新 GOD キャラクターのうち「ダルシェ」と
「ギセン」のそれぞれを軸としたパーティと戦ったうえで、キャラクターの能力を把握することが可能です。
新システムや新機能をフルにご活用いただき、新たな戦力をパーティ強化にお役立てください。

【「Causal of Crystal ガチャ」概要】
■開催期間
2018 年 11 月 9 日（金）メンテナンス後～12 月 4 日（火）13：59
■内容
メインストーリー新編や連動イベントに新キャラクターとして新たに登場
した GOD キャラクター「バトルク」
「ダルシェ」、
「ギセン」
、「ナヴィ」、
「フ
ーカ」の 5 体と新 GOD アクセサリ「リヴェルタ」のみが出現ラインナップ
として絞り込まれ、狙いやすくなっているガチャで、以下の特長にてご利用い
ただけます。
＜特長＞
・出現する GOD キャラクターは、新 GOD キャラクターの 5 体、
「【律する背
徳】バトルク」
（CV：大西弘祐さん、イラスト：旗助さん）、
「【水霧の英傑】
ダルシェ」
（CV：田毎なつみさん、イラスト：rioka さん）、
「【屠る者】ギセ
ン」
（CV：兼政郁人さん）、「
【不落光蓮華】ナヴィ」
（CV：野口瑠璃子さん）
、
「
【渇望する隻眼】フーカ」（CV：渡部恵子さん、イラスト：Genyaky さん）
のみです。
・5 体の新 GOD キャラクターをご獲得の際は、ご入手の際、キャラクターに対応した「因果」をお受け取りいただ
けます。
「因果」は新バトルシステムにてご使用可能です。
・5 体の新 GOD キャラクターは「潜在アビリティ」システムに対応しています。また、一定確率で「潜在アビリテ
ィ」解放済みの状態で出現します。
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・5 体の新 GOD キャラクターは、イベントクエスト「Causal of Crystal」にて特効ボーナスを発揮します。
・出現する GOD アクセサリは、新 GOD アクセサリ「
【邪龍】リヴェルタ」のみです。
・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 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。

■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

■新登場 GOD キャラクターのご紹介

「【律する背徳】バトルク」

「
【水霧の英傑】ダルシェ」

「
【屠る者】ギセン」

（CV：大西弘祐さん、イラスト：旗助さん）

（CV：田毎なつみさん、イラスト：rioka さん）

（CV：兼政郁人さん）

「【不落光蓮華】ナヴィ」

「
【渇望する隻眼】フーカ」

（CV：野口瑠璃子さん）

（CV：渡部恵子さん、イラスト：Genyaky さん）

◆「Causal of Crystal ガチャ.」に関する詳細 URL

https://www.alchro.jp/news/181109-03/

Copyright © 2018 CORE EDGE All Rights Reserved.

プレスリリース

2018/11/09
株式会社コアエッジ
東京都品川区東大井 5-26-22 エクシズビル 8F

間近に迫った 2 周年に先駆け、様々な特別企画が続々スタート！
毎日無料ガチャやレアドロップ率 2 倍など超豪華！「2 周年お祭り企画」
来たる 11 月 15 日（木）の 2 周年に先駆け、様々な特別企画の一部がスタートしました。毎日無料でチャレ
ンジ可能なうえに特典付きのガチャや、レアアイテムドロップ率 2 倍キャンペーン、お好きな GOD と交換可能
なチケットに加え、プレゼント専用アイテムがおまけの因果石販売、豪華ラインナップのアイテム詰め合わせの
うちいずれかをご入手いただける福袋など、豪華企画目白押しのお祭り状態でお届けしますので、ぜひご利用く
ださい。なお、2 周年の特別企画はこれからさらに続々と登場します。ぜひご期待ください。

【「2 周年お祭り企画」概要】
■内容
2 周年に先駆けた特別企画を以下の内容にて実施します。それぞれの実施日時は各企画の概要説明内に記載してい
ます。

1、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

2、「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」]

11 月 9 日（金）メンテナンス後～12 月 4 日（火）13:59

●「トーナメント」[ドロップアイテム：「競神の器」] 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）メンテナンス後～12 月 4 日（火）13:59
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3、Anniversary アメイジングチケット
交換可能 GOD ラインナップ特別拡大版の「Anniversary アメイジングチケット」がおまけとしてついてくる豪華
因果石を「ショップ」内にて期間限定かつ、数量限定で販売します。さらに、おまけのおまけとして新要素のプレゼン
ト専用アイテム「ギフト CoC チケット」付きです。
■実施期間
11 月 9 日（金）メンテナンス後～11 月 13 日（火）13:59

4、2nd Anniversary 福袋
「2nd Anniversary 福袋」は全 10 種類、各 1 個ずつ用意されており、ご購入の際にはランダムでいずれか 1 個を
ご入手いただけます。福袋ラインナップには、「2nd Anniversary 福袋」でしか手に入らない「限定チャットスタン
プ」のセットや「限定 SSS スキル」のセットなどをご用意しました。
■実施期間
11 月 9 日（金）メンテナンス後～12 月 4 日（火）13:59

◆「2 周年お祭り企画」に関する詳細 URL：

https://www.alchro.jp/news/181109-04/
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2018/11/09
株式会社コアエッジ
東京都品川区東大井 5-26-22 エクシズビル 8F

プレスリリース

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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