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バトル環境の進化に向けた既存キャラクター強化開始！
「潜在アビリティ」新対応キャラクター6 体が決定！
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 20 日（火）
にバトル環境の進化に向けた特別対応の一環として、新たに「潜在アビリティ」システム対応化が行われる既
存キャラクター6 体を決定しました。また、欲しい GOD キャラクターをあらかじめ選択した状態でチャレン
ジ可能な「Selection ガチャ」を開始したことをお知らせいたします。

人気キャラクター6 体が「潜在アビリティ」対応！多彩な活躍が可能に！
対象キャラクターは今後さらに追加！
先日サービス開始 2 周年を迎えたアルクロは、長きにわたりお楽しみいただいているバトル環境のさらなる
進化へ向けた特別対応を開始しています。この度、特別対応の一環として、既存キャラクターの強化を実施しま
す。
この度行われる特別対応では、ゲーム内アンケートおよびバトル環境分析の結果をもとに、既存の GOD キャ
ラクター6 体を厳選し、新たに「潜在アビリティ」システム対応化を行います。対象のキャラクターは 11 月 20
日（火）の対応完了後より、
「潜在アビリティ解放用アイテム」を使用することで「潜在アビリティ」を活用した
バトルを行うことが可能です。新たな力を得た GOD キャラクターを、多彩なシーンにおける戦略的なバトル進
行にお役立てください。なお、他の既存キャラクターにつきましては、随時追加対応を行ってまいります。

【「既存キャラクター強化」概要】
■実施日時
2018 年 11 月 20 日（木）16:00
■内容
厳選された既存の GOD キャラクター6 体について、新たに「潜在アビリティ」システム対応化による強化を行いま
す。
・対象キャラクターは、
「【主様の小姓】ハクテイ」（CV：中道美穂子さん、イラスト：uron さん）
「【煌咲戦姫】ミネルヴァ」（CV：楠原志乃さん、イラスト：ぽぽるちゃさん）
「【最終因果系歌姫】ナナセ」（CV：宮崎水希さん、イラスト：ぽぽるちゃさん）
「【大空を統べる白鎧】ラルトヴァイス」（CV：山本正剛さん、イラスト：米谷尚展さん）
「【豊穣を祈る乙女】リコルッテ」（CV：有野いくさん、イラスト：結川カズノさん）
「【因果兵】セイカ」（CV：永坂みゆきさん、イラスト：ワダアルコさん）
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の 6 体です。
・対象キャラクターをお持ちの場合や「スペシャルガチャ」等でのご入手の場合、「潜在アビリティ解放用アイテム各
種」を集めて対象のキャラクターにご使用いただくことで、バトル中に能力を発揮することが可能です。
・未対応の GOD キャラクターにつきましては、今後随時追加対応を行ってまいります。

「【主様の小姓】ハクテイ」

「
【煌咲戦姫】ミネルヴァ」

「
【最終因果系歌姫】ナナセ」

（CV：中道美穂子さん、イラスト：uron さん）

（CV：楠原志乃さん、イラスト：ぽぽるちゃさん）

（CV：宮崎水希さん、イラスト：ぽぽるちゃさん）

「【大空を統べる白鎧】ラルトヴァイス」

「【豊穣を祈る乙女】リコルッテ」

「
【因果兵】セイカ」

（CV：山本正剛さん、イラスト：米谷尚展さん）

（CV：有野いくさん、イラスト：結川カズノさん）

（CV：永坂みゆきさん、イラスト：ワダアルコさん）

◆「既存キャラクター強化」に関する詳細 URL：https://www.alchro.jp/news/181120-01/
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厳選された 6 体からあらかじめ出現する GOD キャラクターを選択可能！
GOD キャラクター入手時は潜在アビリティ解放済み！
新たに潜在アビリティ対応化が行われた GOD キャラクターの 6 体の中からあらかじめ出現する GOD キャ
ラクターを選択した状態で挑戦可能な「Selection ガチャ」が登場しました。レアリティ「GOD」当選時には、
必ず選択しておいた GOD キャラクターをご入手いただけます。さらに、GOD キャラクターご入手の際には、
潜在アビリティ解放済みの状態でご入手いただけます。新たな力を得た人気キャラクター6 体を手に入れやすい
ガチャをぜひご利用ください。

【「Selection ガチャ」概要】
■開催期間
2018 年 11 月 20 日（火）16:00～11 月 23 日（金）13:59
■内容
新たに潜在アビリティ対応化が行われた既存 GOD キャラクター6 体のうち
いずれかを選んだ状態でご利用いただけるガチャです。詳しい特長は以下をご
覧ください。
＜特長＞
・GOD キャラクターの出現ラインナップは無く、あらかじめ選択しておいた
GOD キャラクター1 体のみです。
・この度潜在アビリティ対応化が行われた既存 GOD キャラクター6 体のうち
いずれかを選ぶことが可能です。
「
【主様の小姓】ハクテイ」（CV：中道美穂子さん、イラスト：uron さん）
「【煌咲戦姫】ミネルヴァ」
（CV：楠原
志乃さん、イラスト：ぽぽるちゃさん）「
【最終因果系歌姫】ナナセ」
（CV：宮崎水希さん、イラスト：ぽぽるちゃさ
ん）
「【大空を統べる白鎧】ラルトヴァイス」
（CV：山本正剛さん、イラスト：米谷尚展さん）「
【豊穣を祈る乙女】リ
コルッテ」
（CV：有野いくさん、イラスト：結川カズノさん）「【因果兵】セイカ」
（CV：永坂みゆきさん、イラス
ト：ワダアルコさん）
・レアリティ「GOD」ご当選時には、あらかじめ選んでおいた GOD キャラクターをご入手いただけます。
※GOD アクセサリは出現しません。UR もしくは R アクセサリは出現します。
・GOD キャラクターご入手時には、もれなく「潜在アビリティ」解放済みの状態でご入手いただけます
・10 連ガチャのみご利用可能で、
「特別枠」にて UR 以上のキャラまたは UR のアクセサリが 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
10 連ガチャ：3000 個

◆「Selection ガチャ」に関する詳細 URL：https://www.alchro.jp/news/181120-02/
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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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